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1 複雑系のカオス的シナリオ 金子邦彦.-津田一 朝倉書店 1996 9784254105148 総記･情報 総記･情報

2 Rによる データマイニング入門
山本義郎, 藤野友
和, 久保田貴文

オーム社 2015 9784274218170 総記･情報 総記･情報

3 新聞と民衆 : 日本型新聞の形成過程 山本武利 紀伊國屋書店 2005 9784314006781 総記･情報 総記･情報
4 量子情報への表現論的アプローチ 林正人 共立出版 2014 9784320110793 総記･情報 総記･情報

5 近代科学の情報論的転回：プログラム科学論
吉田民人
吉田民人論集編集
委員会

勁草書房 2013 9784326602544 総記･情報 総記･情報

6
地域ジャーナリズム : コミュニティとメディアを結びなおす = 
Communitarian journalism : reconnecting community and media

畑仲哲雄 勁草書房 2014 9784326602728 総記･情報 総記･情報

7 情報生成倫理：「考える倫理」の実践にむけて 永松博志 勁草書房 2015 9784326602827 総記･情報 総記･情報

8 中国日用類書史の研究 酒井忠夫 国書刊行会 2011 9784336053152 総記･情報 総記･情報

9 基礎電子計算機
鈴木久喜.-岩田
彰.-石井直宏.

コロナ社 1988 9784339001341 総記･情報 総記･情報

10 オ－トマトン・形式言語理論 広瀬貞樹 コロナ社 2014 9784339024760 総記･情報 総記･情報
11 入門パタ－ン認識と機械学習 後藤正幸, 小林学 コロナ社 2014 9784339024791 総記･情報 総記･情報

12
ソ－シャル・ビッグデ－タサイエンス入門：基本概念からマイニング技術，
応用まで

石川博 コロナ社 2014 9784339024821 総記･情報 総記･情報

13 自然言語処理シリ－ズ　機械翻訳

奥村学
渡辺太郎, 今村賢
治, 賀沢秀人, 
Neubig,Graham, 中
澤敏明

コロナ社 2014 9784339027549 総記･情報 総記･情報

14 グラフィック統計学 鈴木義一郎 実教出版 1997 9784407023909 総記･情報 総記･情報
15 情報メディア入門 高橋参吉. 実教出版 2002 9784407024227 総記･情報 総記･情報
16 情報教育の理論と実践 宮田仁-林徳治 実教出版 2002 9784407030600 総記･情報 総記･情報
17 最新マルチメディア技術とその応用 末森保志.-伏見正 実教出版 2005 9784407307061 総記･情報 総記･情報

18 アルゴリズム入門擬似言語 : Algorithm information technology engineers 高橋孝弦. 実教出版 2006 9784407309454 総記･情報 総記･情報

19 ハードウェア・ソフトウェア
平井利明.-岩井
宏.-山本敦

実教出版 2009 9784407316636 総記･情報 総記･情報

20 データベースとアルゴリズム
岩井宏.-平井利
明.-高橋孝弦.

実教出版 2009 9784407316643 総記･情報 総記･情報

21 システム開発とその運用 斎藤裕美-平井利 実教出版 2009 9784407316650 総記･情報 総記･情報

22 ネットワーク技術
岩井宏.-平井利
明.-横溝一浩.

実教出版 2009 9784407316667 総記･情報 総記･情報

23 初級C言語やさしいC : C language for beginners
高田大二.-佐久間
修一.-筧捷彦-後藤
良和.

実教出版 2010 9784407320893 総記･情報 総記･情報

24 基本情報技術者試験アルゴリズムと表計算 : Algorithm & spreadsheet
月江伸弘.-大滝み
や子.

実教出版 2011 9784407322552 総記･情報 総記･情報

25 人文・社会科学のためのテキストマイニング[改訂新版]
松村真宏, 三浦麻
子

誠信書房 2014 9784414300031 総記･情報 総記･情報
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26 アルゴリズムとデータ構造 : 基礎のツールボックス
Mehlhorn, Kurt-
Asano, T.-Sanders, 
Peter

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100621 総記･情報 総記･情報

27 フィールドワーク教育入門 : コミュニケーション力の育成 原尻英樹 玉川大学出版部 2006 9784472403293 総記･情報 総記･情報

28 システム同定の基礎 足立修一. 東京電機大学出版局 2009 9784501114800 総記･情報 総記･情報
29 通信ネットワーク 荒谷孝夫. 東京電機大学出版局 1997 9784501319106 総記･情報 総記･情報

30 電子透かし技術 : ディジタルコンテンツのセキュリティ 画像電子学会. 東京電機大学出版局 2004 9784501323202 総記･情報 総記･情報

31 ユビキタス無線工学と微細 RFID : 無線 IC タグの技術
根日屋英之-植竹
古都美.

東京電機大学出版局 2004 9784501324209 総記･情報 総記･情報

32 カラー画像処理とデバイス : ディジタル・データ循環の実現 画像電子学会. 東京電機大学出版局 2004 9784501324407 総記･情報 総記･情報

33 指紋認証技術 : バイオメトリクス・セキュリティ 画像電子学会. 東京電機大学出版局 2005 9784501324803 総記･情報 総記･情報

34 Pascalによるデータ構造 古東馨. 東京電機大学出版局 1987 9784501512309 総記･情報 総記･情報
35 コンピュータ言語と処理 片桐重延.-白石和 東京電機大学出版局 1995 9784501522803 総記･情報 総記･情報

36 BASIC による数学の問題解法
片桐重延.-金子伸
一.-高橋公.

東京電機大学出版局 1995 9784501523404 総記･情報 総記･情報

37 BASIC による高校数学
志賀清一-高橋公-
片桐重延.-飯田健

東京電機大学出版局 1996 9784501524807 総記･情報 総記･情報

38 遺伝的プログラミング 伊庭斉志. 東京電機大学出版局 1996 9784501525408 総記･情報 総記･情報
39 コンピュータによるグラフィックス 片桐重延.-白石和 東京電機大学出版局 1996 9784501525903 総記･情報 総記･情報
40 量子コンピュータ入門 西野哲朗 東京電機大学出版局 1997 9784501526504 総記･情報 総記･情報

41 人工生命と進化システム

フーゴ・デガリス-溝
口潤一-邊見均-
トーマス・レイ-和田
健之介-ヤリ・ワー
リオ-下原勝憲-
ATR進化システム

東京電機大学出版局 1998 9784501528409 総記･情報 総記･情報

42 情報検索とエージェント
北村泰彦-高橋克
己-河野浩之.-山田

東京電機大学出版局 2002 9784501534400 総記･情報 総記･情報

43 コンピュータグラフィックスの基礎 : Fundamentals of computer graphics 村上伸一. 東京電機大学出版局 2002 9784501534509 総記･情報 総記･情報

44 学生のための情報リテラシー : Office XP 版 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2003 9784501536305 総記･情報 総記･情報

45 チャンス発見の情報技術 : ポストデータマイニング時代の意思決定支援. 大沢幸生. 東京電機大学出版局 2003 9784501536404 総記･情報 総記･情報

46 実践情報科敎育法 : 「ものづくり」から学ぶ 坂口謙一 東京電機大学出版局 2004 9784501536800 総記･情報 総記･情報

47 オントロジ技術入門 : ウェブオントロジとOWL 日本規格協会. 東京電機大学出版局 2005 9784501540104 総記･情報 総記･情報

48
システム設計 : 基幹業務システム開発のためのウォータフォールモデル
技法.

鈴木洋光. 東京電機大学出版局 2005 9784501540302 総記･情報 総記･情報

49
メタデータ技術とセマンティックウェブ : Metadata technology and 
Semantic Web

赤埴淳一.-岸上順
一.-曽根原登.

東京電機大学出版局 2006 9784501540609 総記･情報 総記･情報

50 ビジュアルコンピューティング : 3次元CGによる画像生成 画像電子学会 東京電機大学出版局 2006 9784501541705 総記･情報 総記･情報
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51 トピックマップ入門 : An introduction to topic maps 加藤弘之.-内藤求. 東京電機大学出版局 2006 9784501542108 総記･情報 総記･情報

52
テキストマイニングを使う技術, 作る技術 : 基礎技術と適用事例から導く本
質と活用法.

那須川哲哉. 東京電機大学出版局 2006 9784501542207 総記･情報 総記･情報

53 学生のための詳解 C 中村隆一. 東京電機大学出版局 2007 9784501542603 総記･情報 総記･情報

54 学生のための情報リテラシー : Office/Vista 版 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2007 9784501543204 総記･情報 総記･情報

55 技術史から学ぶ情報学
小山田了三-小山
田隆信.

東京電機大学出版局 2007 9784501543501 総記･情報 総記･情報

56 Squeak プログラミング : 簡単に作れるビジュアル教材
福村好美.-五百部
敦志.-湯川高志.

東京電機大学出版局 2007 9784501543709 総記･情報 総記･情報

57 人とロボットの (間) をデザインする 山田誠二 東京電機大学出版局 2007 9784501543808 総記･情報 総記･情報
58 情報セキュリティ教科書 高田伸彦.-南俊博. 東京電機大学出版局 2008 9784501544300 総記･情報 総記･情報
59 よくわかる情報通信ネットワーク 山内雪路. 東京電機大学出版局 2010 9784501548407 総記･情報 総記･情報

60 学生のためのPHP言語 : 基礎からウェブシステムまで 山本昌弘. 東京電機大学出版局 2011 9784501549503 総記･情報 総記･情報

61 学生のための基礎 Java 照井博志. 東京電機大学出版局 2011 9784501549602 総記･情報 総記･情報

62 インタ－ネット時代の学校図書館 : 司書・司書敎諭のための「情報」入門
中村百合子.-堀川
照代-根本彰

東京電機大学出版局 2003 9784501619701 総記･情報 総記･情報

63
インターネットによって変容する報道 : サイバージャーナリズム論 = Cyber 
journalism

前川徹.-中野潔. 東京電機大学出版局 2003 9784501620301 総記･情報 総記･情報

64
ジャーナリズムは科学技術とどう向き合うか : 早稲田大学科学技術ジャー
ナリスト養成プログラム MAJESTy

谷川建司.-瀬川至
朗.-小林宏一.

東京電機大学出版局 2009 9784501624200 総記･情報 総記･情報

65
科学技術ジャーナリズムはどう実践されるか : 早稲田大学科学技術
ジャーナリスト養成プログラム MAJESTy

小林宏一. 東京電機大学出版局 2010 9784501625306 総記･情報 総記･情報

66
コーポレートベンチャリング新時代:本格化するベンチャーの時代と大手
ICT企業の成長戦略

湯川抗 白桃書房 2013 9784561236184 総記･情報 総記･情報

67 出版のためのテキスト実践技法 西谷能英 未來社 2002 9784624000226 総記･情報 総記･情報

68 出版文化再生 : あらためて本の力を考える 西谷能英 未來社 2011 9784624000257 総記･情報 総記･情報

69 オートマトン・言語理論 ［第2版］ 富田悦次, 横森貴 森北出版 2013 9784627805521 総記･情報 総記･情報

70 アルゴリズムとデータ構造(第2版)（情報工学レクチャーシリーズ） 藤原暁宏 森北出版 2016 9784627810228 総記･情報 総記･情報

71 ソフトウェア工学（情報工学レクチャーシリーズ）
高橋直久, 丸山勝
久

森北出版 2010 9784627810617 総記･情報 総記･情報

72 はじめての情報理論 稲井寛 森北出版 2011 9784627849112 総記･情報 総記･情報
73 はじめて学ぶオートマトンと言語理論 藤原暁宏 森北出版 2015 9784627852914 総記･情報 総記･情報
74 基礎情報学 : 生命から社会へ 西垣通 NTT出版 2004 9784757101203 総記･情報 総記･情報

75 続基礎情報学 : 「生命的組織」のために 西垣通 NTT出版 2008 9784757102484 総記･情報 総記･情報

76
コミュニケーションするロボットは創れるか : 記号創発システムへの構成
論的アプローチ = Constructive approach towards symbol emergence 
system

谷口忠大 NTT出版 2010 9784757102835 総記･情報 総記･情報
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77 はじめての情報理論 小嶋徹也 近代科学社 2011 9784764904132 総記･情報 総記･情報

78 可逆計算　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ） 森田憲一 近代科学社 2012 9784764904224 総記･情報 総記･情報

79 カオスニューロ計算　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ） 萩谷昌己, 横森貴 近代科学社 2012 9784764904323 総記･情報 総記･情報

80 一人称研究のすすめ : 知能研究の新しい潮流
伊藤毅志-堀浩一-
諏訪正樹-人工知
能学会.

近代科学社 2015 9784764904811 総記･情報 総記･情報

81 研究者の省察 黒須正明 近代科学社 2015 9784764904859 総記･情報 総記･情報

82 量子計算　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ） 萩谷昌己, 横森貴 近代科学社 2015 9784764904866 総記･情報 総記･情報

83 深層学習 : Deep learning
麻生英樹-神嶌敏
弘-人工知能学会.

近代科学社 2015 9784764904873 総記･情報 総記･情報

84 自然計算へのいざない　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ） 萩谷昌己, 横森貴 近代科学社 2015 9784764904880 総記･情報 総記･情報

85 人工知能とは
松尾豊
人工知能学会

近代科学社 2016 9784764904897 総記･情報 総記･情報

86
モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加害者にならないための
メディアリテラシー

山住富也 近代科学社 2015 9784764904934 総記･情報 総記･情報

87 シンギュラリティ  = SINGULARITY
NAIST-IS書籍出版
委員会

近代科学社 2016 9784764905047 総記･情報 総記･情報

88 ソフトウェア工学 岸知二, 野田夏子 近代科学社 2016 9784764905092 総記･情報 総記･情報
89 はじめての離散数学 小倉久和 近代科学社 2011 9784764910546 総記･情報 総記･情報

90 人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック
眞嶋俊造, 奥田太
郎, 河野哲也

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422559 総記･情報 総記･情報

91 ジャーナリズムの国籍 : 途上国におけるメディアの公共性を問う
山本信人-慶応義
塾大学.-日本放送
協会放送文化研究

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422832 総記･情報 総記･情報

92 服飾史・服飾美学関連論文要旨集 : 1950-1998 日本家政学会. 建帛社 2001 9784767965109 総記･情報 総記･情報

93 服飾史・服飾美学関連論文要旨集 : 1998-2008 日本家政学会. 建帛社 2010 9784767965178 総記･情報 総記･情報

94 心理学の本全情報 : 1998-2002 日外アソシエーツ. 日外アソシエーツ 2003 9784816917905 総記･情報 総記･情報
95 心理学の本全情報 : 2003-2007 日外アソシエーツ. 日外アソシエーツ 2008 9784816921353 総記･情報 総記･情報

96 大学生のための研究ハンドブック：よくわかるレポ－ト・論文の書き方
ノートルダム清心女
子大学人間生活学

大学教育出版 2011 9784864290531 総記･情報 総記･情報

97
パスファインダー・LCSH・メタデータの理解と実践 : 図書館員のための主
題検索ツール作成ガイド = Pathfinders, LCSH, and metadata : librarians' 
guide to subject access tool-making

鹿島みづき.-小嶋
智美.-山口純代.-
愛知淑徳大学図書
館.

愛知淑徳大学 2005 9784877382186 総記･情報 総記･情報

98
ネットジェネレーションのための情報リテラシー＆情報モラル―ネット犯
罪・ネットいじめ・学校裏サイト―

加納寛子 大学教育出版 2008 9784887308039 総記･情報 総記･情報

99 編集とはどのような仕事なのか : 企画発想から人間交際まで 鷲尾賢也 トランスビュー 2004 9784901510196 総記･情報 総記･情報

100 理想の出版を求めて : 一編集者の回想1963-2003 大塚信一 トランスビュー 2006 9784901510424 総記･情報 総記･情報
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101 文化情報資源と図書館経営：新たな政策論をめざして 柳与志夫 勁草書房 2015 9784326000395 総記･情報 総記･情報

102 図書館は市民と本・情報をむすぶ 池谷のぞみ　ほか 勁草書房 2015 9784326000401 総記･情報 総記･情報

103 本と民主主義：アメリカの図書館における「表現の自由」の保護と制限 上田伸治 大学教育出版 2006 9784887306783 総記･情報 総記･情報

104 情報源と情報サービス　第2版 木本幸子 大学教育出版 2007 9784887307476 総記･情報 総記･情報

105 アメリカで裁かれた本―公立学校と図書館における本を読む自由― 上田伸治 大学教育出版 2008 9784887307988 総記･情報 総記･情報

106 実演家概論：権利の発展と未来への道
日本芸能実演家団
体協議会実演家著
作隣接権センター

勁草書房 2013 9784326402878 総記･情報 総記･情報

107 著作権法概論 斉藤博 勁草書房 2014 9784326402960 総記･情報 総記･情報
108 著作権法案内 半田正夫 勁草書房 2014 9784326499342 総記･情報 総記･情報
109 著作権法 茶園成樹 有斐閣 2014 9784641144620 総記･情報 総記･情報

110 ヘーゲル精神現象学の生成と構造 : 上卷
Hyppolite, Jean.-市
倉宏祐

岩波書店 1972 9784000020244 哲学・心理学・宗教 哲学

111 ヘーゲル精神現象学の生成と構造 : 下卷
Hyppolite, Jean.-市
倉宏祐

岩波書店 1973 9784000020251 哲学・心理学・宗教 哲学

112 レヴィナス : 移ろいゆくものへの視線 熊野, 純彦 岩波書店 1999 9784000025225 哲学・心理学・宗教 哲学
113 デカルト研究 : 理性の境界と周縁 谷川多佳子 岩波書店 1995 9784000027083 哲学・心理学・宗教 哲学
114 デカルトの自然哲学 小林道夫 岩波書店 1996 9784000027113 哲学・心理学・宗教 哲学
115 仏教－言葉の思想史 末木文美士. 岩波書店 1996 9784000028639 哲学・心理学・宗教 哲学
116 いま〈哲学する〉ことへ 中畑正志 岩波書店 2008 9784000112611 哲学・心理学・宗教 哲学
117 形而上学の現在 中畑正志 岩波書店 2008 9784000112628 哲学・心理学・宗教 哲学
118 言語/思考の哲学 飯田隆 岩波書店 2009 9784000112635 哲学・心理学・宗教 哲学
119 知識/情報の哲学 中岡成文 岩波書店 2008 9784000112642 哲学・心理学・宗教 哲学
120 心/脳の哲学 飯田隆. 岩波書店 2008 9784000112659 哲学・心理学・宗教 哲学
121 モラル/行為の哲学 熊野純彦 岩波書店 2008 9784000112666 哲学・心理学・宗教 哲学
122 芸術/創造性の哲学 篠原資明 岩波書店 2008 9784000112673 哲学・心理学・宗教 哲学
123 生命/環境の哲学 清水哲郎 岩波書店 2009 9784000112680 哲学・心理学・宗教 哲学
124 科学/技術の哲学 伊藤邦武 岩波書店 2008 9784000112697 哲学・心理学・宗教 哲学
125 社会/公共性の哲学 井上達夫 岩波書店 2009 9784000112703 哲学・心理学・宗教 哲学
126 歴史/物語の哲学 野家啓一 岩波書店 2009 9784000112710 哲学・心理学・宗教 哲学
127 性/愛の哲学 川本隆史 岩波書店 2009 9784000112727 哲学・心理学・宗教 哲学
128 宗教/超越の哲学 末木文美士. 岩波書店 2008 9784000112734 哲学・心理学・宗教 哲学
129 哲学史の哲学 内山勝利 岩波書店 2009 9784000112741 哲学・心理学・宗教 哲学
130 変貌する哲学 鷲田清一 岩波書店 2009 9784000112758 哲学・心理学・宗教 哲学

131 現代哲学の戦略 : 反自然主義のもう一つ別の可能性 門脇俊介 岩波書店 2007 9784000227674 哲学・心理学・宗教 哲学

132 差異と隔たり : 他なるものへの倫理 熊野純彦 岩波書店 2003 9784000230087 哲学・心理学・宗教 哲学
133 ジェイムズの多元的宇宙論 伊藤邦武 岩波書店 2009 9784000234603 哲学・心理学・宗教 哲学
134 西田幾多郎の憂鬱 小林敏明 岩波書店 2003 9784000242202 哲学・心理学・宗教 哲学
135 臨床的理性批判 中岡成文 岩波書店 2001 9784000265867 哲学・心理学・宗教 哲学
136 意識の哲学 : クオリア序說 信原幸弘 岩波書店 2002 9784000265881 哲学・心理学・宗教 哲学
137 対話という思想 : プラトンの方法叙說 內山勝利 岩波書店 2004 9784000265898 哲学・心理学・宗教 哲学
138 色彩の哲学 村田純一 岩波書店 2002 9784000265904 哲学・心理学・宗教 哲学
139 想像の現象学 滝浦静雄 紀伊國屋書店 1994 9784314006446 哲学・心理学・宗教 哲学

140 サルトルとマルクス主義 : 「弁証法的理性批判」をめぐって 竹内芳郎. 紀伊國屋書店 1994 9784314006590 哲学・心理学・宗教 哲学
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141 現存在分析 荻野恒一 紀伊國屋書店 1994 9784314006699 哲学・心理学・宗教 哲学
142 人格主義の思想 三嶋唯義 紀伊國屋書店 1994 9784314006705 哲学・心理学・宗教 哲学
143 人間疎外論 清水正徳 紀伊國屋書店 1994 9784314006767 哲学・心理学・宗教 哲学
144 生と死の十字路 : ルポ医療技術最前線 信濃每日新聞社. 紀伊國屋書店 1998 9784314008334 哲学・心理学・宗教 哲学
145 仏教における存在と知識 梶山雄一 紀伊國屋書店 1983 9784314701372 哲学・心理学・宗教 哲学
146 フォイエルバッハ Shirotsuka, Noboru 勁草書房 1972 9784326198184 哲学・心理学・宗教 哲学
147 シェリング 藤田健治 勁草書房 1977 9784326198269 哲学・心理学・宗教 哲学
148 ベイコン 花田圭介 勁草書房 1982 9784326198337 哲学・心理学・宗教 哲学

149 都市の環境倫理 : 持続可能性, 都市における自然, アメニティ 吉永明弘 勁草書房 2014 9784326602605 哲学・心理学・宗教 哲学

150 構築主義とは何か 上野千鶴子 勁草書房 2001 9784326652457 哲学・心理学・宗教 哲学
151 ヨーガとサーンキヤの思想 中村元-Patañjali. 春秋社 1996 9784393312247 哲学・心理学・宗教 哲学

152 ニヤーヤとヴァイシェーシカの思想
中村元-Kan ̣āda.-
Gautama

春秋社 1996 9784393312254 哲学・心理学・宗教 哲学

153 ミーマーンサーと文法学の思想 中村元 春秋社 1995 9784393312261 哲学・心理学・宗教 哲学
154 ヴェーダーンタ思想の展開 中村元 春秋社 1996 9784393312278 哲学・心理学・宗教 哲学
155 インドの哲学体系. Mādhava-中村元 春秋社 1994 9784393312285 哲学・心理学・宗教 哲学
156 インドの哲学体系. Mādhava-中村元 春秋社 1995 9784393312292 哲学・心理学・宗教 哲学
157 現代インドの思想 中村元 春秋社 1997 9784393312322 哲学・心理学・宗教 哲学
158 古代思想 中村元 春秋社 1998 9784393312339 哲学・心理学・宗教 哲学
159 普遍思想 中村元 春秋社 1999 9784393312346 哲学・心理学・宗教 哲学
160 中世思想 中村元 春秋社 1999 9784393312353 哲学・心理学・宗教 哲学
161 近代思想 中村元 春秋社 1999 9784393312360 哲学・心理学・宗教 哲学
162 他者のロゴスとパトス 三井善止 玉川大学出版部 2006 9784472302954 哲学・心理学・宗教 哲学

163 工学倫理 : 実例で学ぶ技術者の行動規範 河村尚登. 東京電機大学出版局 2011 9784501626402 哲学・心理学・宗教 哲学

164 ユートピアの精神
Bloch, Ernst-好村
富士彦

白水社 1997 9784560019900 哲学・心理学・宗教 哲学

165 時間と自由
Bergson, Henri-村
治能就-広川洋一-
平井啓之

白水社 2001 9784560025154 哲学・心理学・宗教 哲学

166 物質と記憶
Bergson, Henri-田
島節夫

白水社 2001 9784560025161 哲学・心理学・宗教 哲学

167 創造的進化
Bergson, Henri-高
橋允昭-松浪信三

白水社 2001 9784560025185 哲学・心理学・宗教 哲学

168 精神のエネルギー
Bergson, Henri-渡
辺秀

白水社 2001 9784560025192 哲学・心理学・宗教 哲学

169 道徳と宗教の二源泉
Bergson, Henri-中
村雄二郎

白水社 2001 9784560025208 哲学・心理学・宗教 哲学

170 思想と動くもの
Bergson, Henri-矢
内原伊作

白水社 2001 9784560025215 哲学・心理学・宗教 哲学

171 小論集
Bergson, Henri-加
藤精司.-花田圭介

白水社 2001 9784560025222 哲学・心理学・宗教 哲学

172 小論集.
Bergson, Henri-富
永厚-秋枝茂夫-松
浪信三郎-掛下栄

白水社 2001 9784560025239 哲学・心理学・宗教 哲学

173 ニーチェ私論 : 道化, 詩人と自称した哲学者 岡田紀子 法政大学出版局 2004 9784588100048 哲学・心理学・宗教 哲学
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174 ギリシア哲学と主観性 : 初期ギリシア哲学研究 日下部吉信 法政大学出版局 2005 9784588150432 哲学・心理学・宗教 哲学

175 ベンサムとコウルリッジ : Mill on Bentham and Coleridge
Mill, John Stuart-
松本啓-Leavis, F. 

みすず書房 1990 9784622030485 哲学・心理学・宗教 哲学

176 いま、哲学とはなにか 小林康夫 未來社 2006 9784624011710 哲学・心理学・宗教 哲学

177 存在のカタストロフィー : <空虛を断じて譲らない>ために 小林康夫 未來社 2012 9784624011895 哲学・心理学・宗教 哲学

178 長谷川如是閑研究序說 田中浩 未來社 1989 9784624300654 哲学・心理学・宗教 哲学
179 思想学の現在と未来 田中浩 未來社 2009 9784624301088 哲学・心理学・宗教 哲学
180 ヘテロトピアの思考 上村忠男 未來社 1996 9784624932336 哲学・心理学・宗教 哲学
181 反復論序說 湯浅博雄 未來社 1996 9784624932350 哲学・心理学・宗教 哲学
182 無調のアンサンブル 上村忠男 未來社 2007 9784624932565 哲学・心理学・宗教 哲学

183 メタ構想力 : ヴィーコ・マルクス・アーレント 木前利秋 未來社 2008 9784624932572 哲学・心理学・宗教 哲学

184 メディアと倫理 : 画面は慈悲なき世界を救済できるか 和田伸一郎 NTT出版 2006 9784757101753 哲学・心理学・宗教 哲学

185 フーコーの闘争 : <統治する主体>の誕生 = Michel Foucault 箱田徹 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420661 哲学・心理学・宗教 哲学

186
普遍主義対共同体主義 : Universalism vs. communitarianism : 
contemporary debates in ethics

山口晃-有賀誠-
Rasmussen, David 
M.-菊池理夫

日本経済評論社 1998 9784818810389 哲学・心理学・宗教 哲学

187 渋沢栄一の経世済民思想 坂本慎一 日本経済評論社 2002 9784818814394 哲学・心理学・宗教 哲学

188 確率の哲学理論 : Philosophical theories of probability
Gillies, Donald-中
山智香子

日本経済評論社 2004 9784818817036 哲学・心理学・宗教 哲学

189 医療倫理と行動科学
中川米造.-日本保
健医療行動科学会.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1998 9784839205270 哲学・心理学・宗教 哲学

190 工学倫理 : 応用倫理学の接点
広川明.-尾原祐
三.-高橋隆雄

理工図書 2007 9784844607212 哲学・心理学・宗教 哲学

191 生と死の日本思想 : 現代の死生観と中世仏教の思想 佐々木馨 トランスビュー 2002 9784901510042 哲学・心理学・宗教 哲学

192 演習・死の哲学 木村競. トランスビュー 2002 9784901510073 哲学・心理学・宗教 哲学

193 生命学をひらく : 自分と向きあう「いのち」の思想 森岡正博 トランスビュー 2005 9784901510349 哲学・心理学・宗教 哲学

194 時間にとって十全なこの世界：現在主義の哲学とその可能性 佐金武 勁草書房 2015 9784326102426 哲学・心理学・宗教 哲学

195
ぼくらが原子の集まりなら、なぜ痛みや悲しみを感じるのだろう：意識のハ
－ド・プロブレムに挑む

鈴木貴之 勁草書房 2015 9784326154340 哲学・心理学・宗教 哲学

196
誕生のインファンティア：生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれ
てこな

西平直 [著] みすず書房 2015 9784622078784 哲学・心理学・宗教 哲学

197 キーワード　人間と発達　増補改訂版
神戸大学発達科学
部編集委員会

大学教育出版 2007 9784887307254 哲学・心理学・宗教 哲学

198 福沢諭吉と中江兆民：〈近代化〉と〈民主化〉の思想 吉田傑俊 大月書店 2008 9784272439010 哲学・心理学・宗教 哲学

199 「京都学派」の哲学：西田・三木・戸坂を中心に 吉田傑俊 大月書店 2011 9784272439027 哲学・心理学・宗教 哲学

200 丸山眞男と戦後思想 吉田傑俊 大月書店 2013 9784272439034 哲学・心理学・宗教 哲学

201 現代中国地域研究叢書 科学の人・孫文：思想史的考察 武上真理子 勁草書房 2014 9784326348961 哲学・心理学・宗教 哲学



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 8/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

202 歴史のなかの『夜明け前』：平田国学の幕末維新 宮地正人 吉川弘文館 2015 9784642038447 哲学・心理学・宗教 哲学

203 アウトテイクス：小熊英二論文集 小熊英二 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422399 哲学・心理学・宗教 哲学

204 日本人の生死観―日本文化の根源を求めて― 新保哲 大学教育出版 2009 9784887308930 哲学・心理学・宗教 哲学

205 ウィリアム・オッカム研究：政治思想と神学思想 小林公 勁草書房 2015 9784326102495 哲学・心理学・宗教 哲学

206 ソロヴィヨフ：生の変容を求めて 谷寿美 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422573 哲学・心理学・宗教 哲学

207
ウィトゲンシュタインと教育―言語ゲームにおける生成と変容のダイナミズ
ム―

平田仁胤 大学教育出版 2013 9784864292344 哲学・心理学・宗教 哲学

208 キルケゴールの教育倫理学 伊藤潔志 大学教育出版 2015 9784864293426 哲学・心理学・宗教 哲学
209 心理学方法論 渡邊芳之 朝倉書店 2007 9784254526615 哲学・心理学・宗教 心理
210 認知心理学 海保博之 朝倉書店 2005 9784254526622 哲学・心理学・宗教 心理
211 発達心理学 南徹弘 朝倉書店 2007 9784254526639 哲学・心理学・宗教 心理
212 脳神経心理学 利島保 朝倉書店 2006 9784254526646 哲学・心理学・宗教 心理
213 感覚知覚心理学 菊地正 朝倉書店 2008 9784254526660 哲学・心理学・宗教 心理
214 感情心理学 鈴木直人 朝倉書店 2007 9784254526707 哲学・心理学・宗教 心理
215 環境心理学 小西啓史-佐古順 朝倉書店 2007 9784254526721 哲学・心理学・宗教 心理
216 産業・組織心理学 古川久敬 朝倉書店 2006 9784254526738 哲学・心理学・宗教 心理
217 ジェンダー心理学 福富護 朝倉書店 2006 9784254526745 哲学・心理学・宗教 心理
218 高齢者心理学 権藤恭之 朝倉書店 2008 9784254526752 哲学・心理学・宗教 心理
219 思春期・青年期臨床心理学 伊藤美奈子 朝倉書店 2006 9784254526769 哲学・心理学・宗教 心理
220 対人援助の心理学 望月昭 朝倉書店 2007 9784254526776 哲学・心理学・宗教 心理
221 ストレスと健康の心理学 小杉正太郎 朝倉書店 2006 9784254526790 哲学・心理学・宗教 心理
222 マインド・コントロールとは何か 西田公昭 紀伊國屋書店 1995 9784314007139 哲学・心理学・宗教 心理
223 顔面考 春日武彦 紀伊國屋書店 1998 9784314008327 哲学・心理学・宗教 心理
224 「態勢」の哲学：知覚における身体と生 佐藤義之 勁草書房 2014 9784326154289 哲学・心理学・宗教 心理
225 親と子の生涯発達心理学 小野寺敦子 勁草書房 2014 9784326250943 哲学・心理学・宗教 心理

226 心理学データ分析と測定 : データの見方と心の測り方 岡本安晴 勁草書房 2014 9784326250974 哲学・心理学・宗教 心理

227 シリ－ズ統合的認知．第１巻 注意 横澤一彦 勁草書房 2015 9784326251087 哲学・心理学・宗教 心理
228 不安の力：不確かさに立ち向かうこころ 坂野登 勁草書房 2015 9784326299072 哲学・心理学・宗教 心理
229 朝鮮の風水 村山智順.-Korea. 国書刊行会 1972 9784336013132 哲学・心理学・宗教 心理
230 朝鮮の鬼神 村山智順. 国書刊行会 1972 9784336013149 哲学・心理学・宗教 心理
231 朝鮮の占卜と豫言 村山智順. 国書刊行会 1972 9784336013194 哲学・心理学・宗教 心理

232 心理学の新しいかたち1心理学論の新しいかたち 下山晴彦 誠信書房 2005 9784414301526 哲学・心理学・宗教 心理

233 心理学の新しいかたち2心理学史の新しいかたち 佐藤達哉 誠信書房 2005 9784414301533 哲学・心理学・宗教 心理

234 心理学の新しいかたち3心理学研究法の新しいかたち 吉田寿夫 誠信書房 2006 9784414301540 哲学・心理学・宗教 心理

235 心理学の新しいかたち4実験心理学の新しいかたち 廣中直行 誠信書房 2004 9784414301557 哲学・心理学・宗教 心理

236 心理学の新しいかたち5認知心理学の新しいかたち 仲真紀子 誠信書房 2005 9784414301564 哲学・心理学・宗教 心理

237 心理学の新しいかたち6発達心理学の新しいかたち 遠藤利彦 誠信書房 2005 9784414301571 哲学・心理学・宗教 心理
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238 心理学の新しいかたち9臨床心理学の新しいかたち 下山晴彦 誠信書房 2004 9784414301601 哲学・心理学・宗教 心理

239 [新編]感覚・知覚心理学ハンドブック 大山正 [ほか]編 誠信書房 1994 9784414305036 哲学・心理学・宗教 心理

240 [新編]感覚・知覚心理学ハンドブックPart2
大山正, 今井省吾, 
和氣典二, 菊地正

誠信書房 2007 9784414305043 哲学・心理学・宗教 心理

241 ヨーロッパ人相学 : 顔が語る西洋文化史
森貴史-柏木治.-浜
本隆志

白水社 2008 9784560026342 哲学・心理学・宗教 心理

242 日本人の心理・行動モデルと日本企業のクォリティ 山下洋史 白桃書房 2010 9784561255314 哲学・心理学・宗教 心理

243 「日本発」発達心理学の可能性を探る : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 1998 9784623029709 哲学・心理学・宗教 心理

244 中学生・高校生との対話 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2013 9784623030125 哲学・心理学・宗教 心理

245 発達. : Quarterly magazine, Hattatsu. No. 22, Vol. 6, Spring 1985
田村一二-村井潤
一-岡本夏木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623041855 哲学・心理学・宗教 心理

246 特集・手のはたらき手の発達
村井潤一-岡本夏
木.-ミネルヴァ書房.

ミネルヴァ書房 2004 9784623041961 哲学・心理学・宗教 心理

247 遊びの発見遊びからの発見 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623042098 哲学・心理学・宗教 心理

248 不器用な子への援助 : 特集
村井潤一-村井潤
一.-岡本夏木.-吉
岡昌俊-寺内一郎

ミネルヴァ書房 2004 9784623042142 哲学・心理学・宗教 心理

249 遊び世界の探求 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623042180 哲学・心理学・宗教 心理

250 幼児保育とカウンセリングマインド : 特集
村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623042227 哲学・心理学・宗教 心理

251 生きる意味を語ろう : 創刊100号記念 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623042494 哲学・心理学・宗教 心理

252 発達. : Quarterly magazine, Hattatsu. No. 109, Vol. 28 winter 2007 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2007 9784623048410 哲学・心理学・宗教 心理

253 発達. : Quarterly magazine, Hattatsu. No. 110, Vol. 28 spring 2007 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2007 9784623049042 哲学・心理学・宗教 心理

254 発達. : Quarterly magazine, Hattatsu. No. 111, Vol. 28, summer 2007 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2007 9784623049691 哲学・心理学・宗教 心理

255 発達. : Quarterly magazine, Hattatsu. No. 113, Vol. 29, winter 2008 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2008 9784623050840 哲学・心理学・宗教 心理

256 子どもの悪と倫理 : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2011 9784623061037 哲学・心理学・宗教 心理
257 子どものためのアセスメント : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2012 9784623063970 哲学・心理学・宗教 心理

258 いま, あらためて「心の理論」を学ぶ : 特集. ミネルヴァ書房 2013 9784623067107 哲学・心理学・宗教 心理

259
子どもの精神医学と親子支援 : DSMという診断基準の改訂を受けて : 特
集.

ミネルヴァ書房 2014 9784623071241 哲学・心理学・宗教 心理

260 ことばとコミュニケーションの発達 : 特集 小椋たみ子 ミネルヴァ書房 2015 9784623072811 哲学・心理学・宗教 心理
261 子どものこころの健康 : 特集 本城秀次 ミネルヴァ書房 2015 9784623074150 哲学・心理学・宗教 心理
262 他者のこころの理解と発達 : 特集 大藪泰 ミネルヴァ書房 2015 9784623074877 哲学・心理学・宗教 心理

263 遺伝マインド : 遺伝子が織り成す行動と文化 安藤寿康. 有斐閣 2011 9784641178052 哲学・心理学・宗教 心理

264 認知心理学ハンドブック(有斐閣ブックス) 日本認知心理学会 有斐閣 2013 9784641184169 哲学・心理学・宗教 心理

265 DOJIN選書 絶対音感神話 宮崎謙一 化学同人 2014 9784759813609 哲学・心理学・宗教 心理
266 DOJIN選書 つくられる偽りの記憶 越智啓太 化学同人 2014 9784759816624 哲学・心理学・宗教 心理

267 DOJIN選書 情報を生み出す触覚の知性 渡邊淳司 化学同人 2014 9784759816631 哲学・心理学・宗教 心理
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268 描画テスト・描画療法入門 （オンデマンド版） 藤掛明 金剛出版 1999 9784772406352 哲学・心理学・宗教 心理

269 完全版　心理療法の基本
村瀬嘉代子, 青木
省三

金剛出版 2014 9784772414005 哲学・心理学・宗教 心理

270 アディクション臨床入門 信田さよ子 金剛出版 2015 9784772414098 哲学・心理学・宗教 心理
271 心理療法家の気づきと想像 村瀬嘉代子 金剛出版 2015 9784772414524 哲学・心理学・宗教 心理

272
対人援助職のためのジェノグラム入門　―家族理解と相談援助に役立つ
ツールの活かし方

早樫一男 中央法規出版 2016 9784805853603 哲学・心理学・宗教 心理

273 死を教える
Deeken, Alfons.-メ
ヂカルフレンド社.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1986 9784839215415 哲学・心理学・宗教 心理

274 死を看取る
Deeken, Alfons.-メ
ヂカルフレンド社.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1986 9784839215422 哲学・心理学・宗教 心理

275 人間性心理学研究序説―続　生きがいの心理学― 鶴田一郎 大学教育出版 2016 9784864293556 哲学・心理学・宗教 心理

276 サトル・ボディのユング心理学 老松克博 トランスビュー 2001 9784901510028 哲学・心理学・宗教 心理
277 無意識と出会う 老松克博 トランスビュー 2004 9784901510219 哲学・心理学・宗教 心理
278 成長する心 老松克博 トランスビュー 2004 9784901510226 哲学・心理学・宗教 心理
279 元型的イメージとの対話 老松克博 トランスビュー 2004 9784901510233 哲学・心理学・宗教 心理
280 混迷の時代を生きる君へ 土屋廣幸 大学教育出版 2011 9784864290937 哲学・心理学・宗教 哲学

281 Control Your Destiny　Change Your Life 久住眞理 9784877384746 哲学・心理学・宗教 哲学

282 道教思想史研究 福永光司 岩波書店 1987 9784000014953 哲学・心理学・宗教 宗教
283 解体する言葉と世界 : 仏教からの挑戦 末木文美士. 岩波書店 1998 9784000028295 哲学・心理学・宗教 宗教
284 他者/死者/私 : 哲学と宗教のレッスン 末木文美士. 岩波書店 2007 9784000237772 哲学・心理学・宗教 宗教
285 パウロの言語哲学 淸水哲郎 岩波書店 2001 9784000265812 哲学・心理学・宗教 宗教
286 アフリカの創世神話 阿部年晴 紀伊國屋書店 1994 9784314006606 哲学・心理学・宗教 宗教

287 ゴースト・ダンス : アメリカ・インディアンの宗敎運動と叛乱
Mooney, James-荒
井芳廣.

紀伊國屋書店 1989 9784314701389 哲学・心理学・宗教 宗教

288 キリスト教概論 : 新たなキリスト教の架け橋 古川敬康 勁草書房 2014 9784326102334 哲学・心理学・宗教 宗教

289 イタリア宗教史学の誕生：ペッタッツォ－ニの宗教思想とその歴史的背景 江川純一 勁草書房 2015 9784326102419 哲学・心理学・宗教 宗教

290 宗教を再考する：中東を要に、東西へ 武藤慎一 勁草書房 2015 9784326102471 哲学・心理学・宗教 宗教
291 朝鮮の巫覡 村山智順.-Korea. 国書刊行会 1972 9784336013156 哲学・心理学・宗教 宗教
292 神道古典の研究 池山聰助 国書刊行会 1984 9784336015228 哲学・心理学・宗教 宗教
293 祭祀と思想 : 神道の祈り 谷省吾 国書刊行会 1985 9784336015259 哲学・心理学・宗教 宗教
294 神社の歴史的研究 : 神信仰の变遷 鶴岡静夫. 国書刊行会 1992 9784336034304 哲学・心理学・宗教 宗教
295 ヴェーダの思想 中村元 春秋社 1989 9784393312087 哲学・心理学・宗教 宗教
296 ウパニシャッドの思想 中村元 春秋社 1990 9784393312094 哲学・心理学・宗教 宗教
297 思想の自由とジャイナ教 中村元 春秋社 1991 9784393312100 哲学・心理学・宗教 宗教
298 ゴータマ・ブッダ. 中村元 春秋社 1992 9784393312117 哲学・心理学・宗教 宗教
299 ゴータマ・ブッダ. 中村元 春秋社 1992 9784393312124 哲学・心理学・宗教 宗教
300 仏弟子の生涯 中村元 春秋社 1991 9784393312131 哲学・心理学・宗教 宗教
301 原始仏教の成立 中村元 春秋社 1992 9784393312148 哲学・心理学・宗教 宗教
302 原始仏教の思想. 中村元 春秋社 1993 9784393312155 哲学・心理学・宗教 宗教
303 原始仏敎の思想. 中村元 春秋社 1994 9784393312162 哲学・心理学・宗教 宗教
304 原始仏教の生活倫理 中村元 春秋社 1995 9784393312179 哲学・心理学・宗教 宗教
305 原始仏教の社会思想 中村元 春秋社 1993 9784393312186 哲学・心理学・宗教 宗教



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 11/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

306 インドと西洋の思想交流 中村元 春秋社 1998 9784393312193 哲学・心理学・宗教 宗教
307 原始仏教から大乗仏教へ 中村元 春秋社 1994 9784393312209 哲学・心理学・宗教 宗教
308 大乗仏教の思想 中村元 春秋社 1995 9784393312216 哲学・心理学・宗教 宗教
309 空の論理 中村元 春秋社 1994 9784393312223 哲学・心理学・宗教 宗教
310 ヒンドゥー教と叙事詩 中村元 春秋社 1996 9784393312308 哲学・心理学・宗教 宗教
311 近代インドの思想 中村元 春秋社 1996 9784393312315 哲学・心理学・宗教 宗教
312 近世日本の批判的精神 中村元 春秋社 1998 9784393312391 哲学・心理学・宗教 宗教
313 日本宗教の近代性 中村元 春秋社 1964 9784393312407 哲学・心理学・宗教 宗教

314 戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一年--昭和十九年

太田雅夫.-杉井六
郎.-和田洋一.-同
志社大学人文科学
研究所.

新教出版社 2003 9784400207573 哲学・心理学・宗教 宗教

315 戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一年--昭和十九年

太田雅夫.-杉井六
郎.-和田洋一.-同
志社大学人文科学
研究所.

新教出版社 2003 9784400207580 哲学・心理学・宗教 宗教

316 戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一年--昭和十九年

太田雅夫.-杉井六
郎.-和田洋一.-同
志社大学人文科学
研究所.

新教出版社 2003 9784400207597 哲学・心理学・宗教 宗教

317 植村正久著作集 : 1. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342649 哲学・心理学・宗教 宗教
318 植村正久著作集 : 2. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342656 哲学・心理学・宗教 宗教
319 植村正久著作集 : 3. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342663 哲学・心理学・宗教 宗教
320 植村正久著作集 : 4. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342670 哲学・心理学・宗教 宗教
321 植村正久著作集 : 5. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342687 哲学・心理学・宗教 宗教
322 植村正久著作集 : 6. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342694 哲学・心理学・宗教 宗教
323 植村正久著作集 : 7. 植村正久 新教出版社 2005 9784400342700 哲学・心理学・宗教 宗教
324 高倉徳太郎著作集 : 1. 高倉徳太郎 新教出版社 2005 9784400342717 哲学・心理学・宗教 宗教
325 高倉徳太郎著作集 : 2. 高倉徳太郎 新教出版社 2005 9784400342724 哲学・心理学・宗教 宗教
326 高倉徳太郎著作集 : 3. 高倉徳太郎 新教出版社 2005 9784400342731 哲学・心理学・宗教 宗教
327 高倉徳太郎著作集 : 4. 高倉徳太郎 新教出版社 2005 9784400342748 哲学・心理学・宗教 宗教
328 高倉徳太郎著作集 : 5. 高倉徳太郎 新教出版社 2005 9784400342755 哲学・心理学・宗教 宗教

329
聖なるもの : 神的なものの観念における非合理的なもの, および合理的な
ものとそれとの関係について

Otto, Rudolf-華園
聰麿

創元社 2005 9784422130057 哲学・心理学・宗教 宗教

330 教育の根本問題としての宗教 小原国芳 玉川大学出版部 1950 9784472022111 哲学・心理学・宗教 宗教
331 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025017 哲学・心理学・宗教 宗教
332 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025024 哲学・心理学・宗教 宗教
333 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025031 哲学・心理学・宗教 宗教
334 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025048 哲学・心理学・宗教 宗教
335 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025055 哲学・心理学・宗教 宗教
336 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025062 哲学・心理学・宗教 宗教
337 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025079 哲学・心理学・宗教 宗教
338 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025086 哲学・心理学・宗教 宗教
339 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025093 哲学・心理学・宗教 宗教
340 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025109 哲学・心理学・宗教 宗教
341 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025116 哲学・心理学・宗教 宗教
342 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025123 哲学・心理学・宗教 宗教
343 日本の神々. : 神社と聖地 谷川健一. 白水社 2000 9784560025130 哲学・心理学・宗教 宗教
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344 医神アスクレピオス : 生と死をめぐる神話の旅 = Der göttliche Arzt
Kerényi, Karl-岡田
素之

白水社 2012 9784560082263 哲学・心理学・宗教 宗教

345 無文字民族の神話
宇野公一郎-大林
太良-Panoff, 

白水社 2013 9784560082911 哲学・心理学・宗教 宗教

346 祭礼文化史の研究 福原敏男. 法政大学出版局 1995 9784588321160 哲学・心理学・宗教 宗教

347 内村鑑三とラアトブルフ : 比較文化論へ向かって 野田良之 みすず書房 1986 9784622003687 哲学・心理学・宗教 宗教

348 太子信仰の硏究 林幹彌 吉川弘文館 1980 9784642042246 哲学・心理学・宗教 宗教
349 慈覚大師伝の研究 佐伯有清. 吉川弘文館 2013 9784642042321 哲学・心理学・宗教 宗教
350 伝教大師伝の研究 佐伯有清 吉川弘文館 1992 9784642042338 哲学・心理学・宗教 宗教
351 智証大師伝の研究 佐伯有清 吉川弘文館 1989 9784642042345 哲学・心理学・宗教 宗教
352 智証大師円珍の研究 小山田和夫 吉川弘文館 1990 9784642042352 哲学・心理学・宗教 宗教
353 中世祭祀組織の研究 萩原龍夫 吉川弘文館 1975 9784642042383 哲学・心理学・宗教 宗教
354 徳川初期キリシタン史研究 五野井隆史 吉川弘文館 1992 9784642042512 哲学・心理学・宗教 宗教
355 八幡信仰史の研究. 中野幡能 吉川弘文館 1975 9784642042611 哲学・心理学・宗教 宗教
356 八幡信仰史の研究. 中野幡能 吉川弘文館 1975 9784642042628 哲学・心理学・宗教 宗教
357 平安貴族社会と仏教 速水侑. 吉川弘文館 2013 9784642042635 哲学・心理学・宗教 宗教
358 覚鑁の研究 櫛田良洪 吉川弘文館 1975 9784642042642 哲学・心理学・宗教 宗教
359 親鸞と東国門徒 今井雅晴 吉川弘文館 1999 9784642042659 哲学・心理学・宗教 宗教
360 親鸞と浄土真宗 今井雅晴 吉川弘文館 2003 9784642042666 哲学・心理学・宗教 宗教
361 吉川神道の基礎的研究 平重道 吉川弘文館 1966 9784642042680 哲学・心理学・宗教 宗教
362 沖繩のノロの硏究 宮城栄昌著 吉川弘文館 1979 9784642042697 哲学・心理学・宗教 宗教
363 日本古代の典籍と宗教文化 増尾伸一郎 吉川弘文館 2015 9784642046237 哲学・心理学・宗教 宗教

364 神々の系譜：日本神話の謎（読みなおす日本史） 松前健 吉川弘文館 2016 9784642065979 哲学・心理学・宗教 宗教

365 歎異抄論釈 佐藤正英 青土社 2005 9784791761883 哲学・心理学・宗教 宗教
366 〈定本〉歎異抄 親鸞-佐藤正英 青土社 2007 9784791763115 哲学・心理学・宗教 宗教
367 日本基督教団史資料集. 日本基督教団. 日本基督教団出版局 1997 9784818459915 哲学・心理学・宗教 宗教
368 日本基督教団史資料集. 日本基督教団. 日本基督教団出版局 2000 9784818459922 哲学・心理学・宗教 宗教
369 日本基督教団史資料集. 日本基督教団. 日本基督教団出版局 2002 9784818459939 哲学・心理学・宗教 宗教
370 日本基督教団史資料集. 日本基督教団. 日本基督教団出版局 2002 9784818459946 哲学・心理学・宗教 宗教
371 日本基督教団史資料集. 日本基督教団. 日本基督教団出版局 2001 9784818459953 哲学・心理学・宗教 宗教

372 柏木義円研究序說 : 上毛のキリスト教精神史 久保千一 日本経済評論社 1998 9784818810006 哲学・心理学・宗教 宗教

373
現代満州族シャーマニズムに関する文化人類学的研究―シャーマンの神
話・成巫過程・儀礼を中心として―

楊紅 大学教育出版 2016 9784864294027 哲学・心理学・宗教 宗教

374 新世界の悪魔―カトリック・ミッションとアンデス先住民宗教の葛藤― 谷口智子 大学教育出版 2007 9784887308046 哲学・心理学・宗教 宗教

375 オウム : なぜ宗教はテロリズムを生んだのか 島田裕巳 トランスビュー 2001 9784901510004 哲学・心理学・宗教 宗教

376 明治思想家論 末木文美士. トランスビュー 2004 9784901510240 哲学・心理学・宗教 宗教
377 近代日本と仏教 末木文美士. トランスビュー 2004 9784901510257 哲学・心理学・宗教 宗教
378 宗敎の敎科書12週 菅原伸郎 トランスビュー 2005 9784901510295 哲学・心理学・宗教 宗教
379 思想としての仏教入門 末木文美士. トランスビュー 2006 9784901510417 哲学・心理学・宗教 宗教
380 仏教の本質 : 宗教的理性 金子大榮 春秋社 1977 哲学・心理学・宗教 宗教
381 親鸞教の研究 : 彼岸の世界 金子大栄 春秋社 1982 哲学・心理学・宗教 宗教
382 仏教の諸問題 金子大榮 春秋社 1979 哲学・心理学・宗教 宗教
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383 教行信証講読.
金子大栄-伊東慧
明-親鸞-寺田正勝
-廣瀬杲

春秋社 1981 哲学・心理学・宗教 宗教

384 教行信証の研究 : 教行信証の諸問題
金子大榮-伊東慧
明-寺田正勝-廣瀬

春秋社 1978 哲学・心理学・宗教 宗教

385 大無量寿経総說
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1984 哲学・心理学・宗教 宗教

386 安居講錄 : 1
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1985 哲学・心理学・宗教 宗教

387 仏教概論 金子大榮 春秋社 1980 哲学・心理学・宗教 宗教
388 日本仏教史觀 金子大榮 春秋社 1979 哲学・心理学・宗教 宗教

389 教行信証講読.
金子大栄-伊東慧
明-親鸞-寺田正勝
-廣瀬杲

春秋社 1981 哲学・心理学・宗教 宗教

390 教行信証総說
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1983 哲学・心理学・宗教 宗教

391 真宗聞思錄
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1984 哲学・心理学・宗教 宗教

392 安居講錄 : 2
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1985 哲学・心理学・宗教 宗教

393 真宗の教義と其の歴史
金子大榮-伊東慧
明-廣瀬杲-寺田正

春秋社 1986 哲学・心理学・宗教 宗教

394 教行信証講読.
金子大栄-伊東慧
明-親鸞-寺田正勝
-廣瀬杲

春秋社 1981 哲学・心理学・宗教 宗教

395 宗教的覚醒 : 真宗の要義 金子大榮 春秋社 1985 哲学・心理学・宗教 宗教
396 平安時代の神社と神職 加瀬直弥 吉川弘文館 2015 9784642046213 哲学・心理学・宗教 宗教
397 戦没者合祀と靖国神社 赤澤史朗 吉川弘文館 2015 9784642082822 哲学・心理学・宗教 宗教

398 近世仏教の制度と情報（日本大学法学部叢書） 朴澤直秀 吉川弘文館 2015 9784642034708 哲学・心理学・宗教 宗教

399 空海伝の研究：後半生の軌跡と思想 武内孝善 吉川弘文館 2015 9784642046169 哲学・心理学・宗教 宗教

400 空海の文字とことば（歴史文化ライブラリ－） 岸田知子 吉川弘文館 2015 9784642058124 哲学・心理学・宗教 宗教

401 比叡山と高野山（読みなおす日本史） 景山春樹 吉川弘文館 2015 9784642065931 哲学・心理学・宗教 宗教

402 日蓮：殉教の如来使（読みなおす日本史） 田村芳朗 吉川弘文館 2015 9784642065948 哲学・心理学・宗教 宗教

403 總持寺の歴史
竹内道雄
尾崎正善

吉川弘文館 2015 9784642082808 哲学・心理学・宗教 宗教

404 歴史のなかの石造物：人間・死者・神仏をつなぐ 山川均 吉川弘文館 2015 9784642082815 哲学・心理学・宗教 宗教

405 平安京と中世仏教：王朝権力と都市民衆 上川通夫 吉川弘文館 2015 9784642082839 哲学・心理学・宗教 宗教

406 DOJIN選書 仏教は宇宙をどうみたか 佐々木閑 化学同人 2013 9784759813500 哲学・心理学・宗教 宗教
407 親鸞―病・癒し・福祉― 新保哲 大学教育出版 2010 9784864290166 哲学・心理学・宗教 宗教

408 日本的ニヒリズムの行方―正法眼蔵と武田泰淳― 藤本成男 大学教育出版 2011 9784864290746 哲学・心理学・宗教 宗教

409 東大寺大仏と日本思想史―大仏造立・再興の意味を問う― 磯部隆 大学教育出版 2010 9784887309555 哲学・心理学・宗教 宗教
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410 ザビエルと東アジア：パイオニアとしての任務と軌跡 岸野久 吉川弘文館 2015 9784642029261 哲学・心理学・宗教 キリスト教

411 キリシタン大名（読みなおす日本史） 岡田章雄 吉川弘文館 2015 9784642065894 哲学・心理学・宗教 キリスト教
412 中世ヨーロッパの教会と民衆の世界 野口洋二 早稲田総研クリエイティブ
早稲田大学出版部 2009 9784657094018 哲学・心理学・宗教 キリスト教

413 アルスタ－長老教会の歴史：スコットランドからアイルランドへ 松井清 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422108 哲学・心理学・宗教 キリスト教

414 キリスト教福祉実践の史的展開 杉山博昭 大学教育出版 2003 9784887305342 哲学・心理学・宗教 キリスト教

415 可能性としての歴史 : 越境する物語り理論 鹿島徹 岩波書店 2006 9784000224659 歴史・地理 歴史一般

416 普遍の再生 井上達夫 岩波書店 2003 9784000246200 歴史・地理 歴史一般
417 終末のソリチュード 塚原史 紀伊國屋書店 1992 9784314005883 歴史・地理 歴史一般

418 近代国家の形成とエスニシティ : 比較史的研究 渡辺節夫 勁草書房 2014 9784326200535 歴史・地理 歴史一般

419 郊外・原発・家族 : 万博がプロパガンダした消費社会 三浦展 勁草書房 2015 9784326653959 歴史・地理 歴史一般

420 東西文化の交流 中村元 春秋社 1998 9784393312377 歴史・地理 歴史一般

421 イスラームから考える
師岡カリーマ・エル
サムニー

白水社 2008 9784560031827 歴史・地理 歴史一般

422 歴史哲学 : 「諸国民の風俗と精神について」序論 Voltaire-安斎和雄 法政大学出版局 1989 9784588150128 歴史・地理 歴史一般

423 終わりなきパッション : デリダ、ブランショ、ドゥルーズ 守中高明 未來社 2012 9784624011857 歴史・地理 歴史一般

424 歴史家と母たち : カルロ・ギンズブルグ論 上村忠男 未來社 1994 9784624932220 歴史・地理 歴史一般

425 超越と横断 : 言說のヘテロトピアへ 上村忠男 未來社 2002 9784624932497 歴史・地理 歴史一般
426 無痛文明論 : Painless civilization 森岡正博 トランスビュー 2003 9784901510189 歴史・地理 歴史一般

427 はじめて学ぶ日本近代史　上：開国から日清・日露まで 大日方純夫 大月書店 2002 9784272520688 歴史・地理 日本史

428 はじめて学ぶ日本近代史　下：開国から日清・日露まで 大日方純夫 大月書店 2003 9784272520695 歴史・地理 日本史

429
検証日本の「失われた２０年」：日本はなぜ停滞から抜け出せなかったの
か

船橋洋一 東洋経済新報社 2015 9784492396179 歴史・地理 日本史

430 実録事件史年表　江戸10万日全記録 明田鉄男 雄山閣 2003 9784639017998 歴史・地理 日本史
431 江戸時代年鑑 遠藤元男 雄山閣 2004 9784639018605 歴史・地理 日本史

432 小右記：現代語訳．１　三代の蔵人頭
[藤原実資] [著]
倉本一宏

吉川弘文館 2015 9784642018166 歴史・地理 日本史

433 中世の唐物と伝来技術 関周一 吉川弘文館 2015 9784642029230 歴史・地理 日本史
434 織田信長権力論 金子拓 吉川弘文館 2015 9784642029254 歴史・地理 日本史
435 中世公武関係と承久の乱 長村祥知 吉川弘文館 2015 9784642029285 歴史・地理 日本史
436 譜代大名の創出と幕藩体制 小宮山敏和 吉川弘文館 2015 9784642034685 歴史・地理 日本史
437 日本古代の地域と社会統合 溝口優樹 吉川弘文館 2015 9784642046183 歴史・地理 日本史
438 日本古代都城制と城柵の研究 阿部義平 吉川弘文館 2015 9784642046190 歴史・地理 日本史

439 古代国家の東北辺境支配（日本史学研究叢書） 今泉隆雄 吉川弘文館 2015 9784642046220 歴史・地理 日本史

440 日本の古代宮都と文物 小笠原好彦 吉川弘文館 2015 9784642046244 歴史・地理 日本史
441 日本古代の年齢集団と地域社会 田中禎昭 吉川弘文館 2015 9784642046275 歴史・地理 日本史

442
アジアのなかの戦国大名：西国の群雄と経営戦略（歴史文化ライブラリ
－）

鹿毛敏夫 吉川弘文館 2015 9784642058094 歴史・地理 日本史
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443 旗本・御家人の就職事情（歴史文化ライブラリ－） 山本英貴 吉川弘文館 2015 9784642058100 歴史・地理 日本史

444 五稜郭の戦い：蝦夷地の終焉（歴史文化ライブラリ－） 菊池勇夫 吉川弘文館 2015 9784642058117 歴史・地理 日本史

445 戦国大名の兵粮事情（歴史文化ライブラリ－） 久保健一郎 吉川弘文館 2015 9784642058155 歴史・地理 日本史

446 タネをまく縄文人：最新科学が覆す農耕の起源（歴史文化ライブラリ－） 小畑弘己 吉川弘文館 2016 9784642058162 歴史・地理 日本史

447 神と死者の考古学：古代のまつりと信仰（歴史文化ライブラリ－） 笹生衛 吉川弘文館 2016 9784642058179 歴史・地理 日本史

448 落日の豊臣政権：秀吉の憂鬱、不穏な京都（歴史文化ライブラリ－） 河内将芳 吉川弘文館 2016 9784642058186 歴史・地理 日本史

449 中世城郭の縄張と空間：土の城が語るもの　（城を極める） 松岡進 吉川弘文館 2015 9784642064828 歴史・地理 日本史

450 東北の古代史．１　北の原始時代
熊谷公男, 柳原敏
昭 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064873 歴史・地理 日本史

451 東北の古代史．２　倭国の形成と東北
熊谷公男, 柳原敏
昭 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064880 歴史・地理 日本史

452 東北の古代史．３　蝦夷と城柵の時代
熊谷公男, 柳原敏
昭 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064897 歴史・地理 日本史

453 東北の中世史．１　平泉の光芒
柳原敏昭, 熊谷公
男 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064927 歴史・地理 日本史

454 東北の中世史．２　鎌倉幕府と東北
柳原敏昭, 熊谷公
男 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064934 歴史・地理 日本史

455 東北の中世史．３　室町幕府と東北の国人
柳原敏昭, 熊谷公
男 企画編集委員

吉川弘文館 2015 9784642064941 歴史・地理 日本史

456 東北の中世史．４　伊達氏と戦国争乱
柳原敏昭, 熊谷公
男 企画編集委員

吉川弘文館 2016 9784642064958 歴史・地理 日本史

457 太平記の世界：列島の内乱史（読みなおす日本史） 佐藤和彦 吉川弘文館 2015 9784642065849 歴史・地理 日本史

458 近世大坂の町と人（読みなおす日本史） 脇田修 吉川弘文館 2015 9784642065870 歴史・地理 日本史

459 内乱のなかの貴族：南北朝と「園太暦」の世界（読みなおす日本史） 林屋辰三郎 吉川弘文館 2015 9784642065900 歴史・地理 日本史

460 富士山宝永大爆発（読みなおす日本史） 永原慶二 吉川弘文館 2015 9784642065924 歴史・地理 日本史

461 伊達騒動と原田甲斐（読みなおす日本史） 小林清治 吉川弘文館 2015 9784642065955 歴史・地理 日本史

462 地理から見た信長・秀吉・家康の戦略（読みなおす日本史） 足利健亮 吉川弘文館 2016 9784642065962 歴史・地理 日本史

463 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法
日本史史料研究会
苅米一志

吉川弘文館 2015 9784642082730 歴史・地理 日本史

464 古代をあゆむ 笹山晴生 吉川弘文館 2015 9784642082761 歴史・地理 日本史

465 鎌倉将軍・執権・連署列伝
日本史史料研究会
細川重男

吉川弘文館 2015 9784642082860 歴史・地理 日本史

466 古代都城の造営と都市計画 近江俊秀 吉川弘文館 2015 9784642093415 歴史・地理 日本史
467 古墳時代の生産と流通 和田晴吾 吉川弘文館 2015 9784642093446 歴史・地理 日本史
468 法制と社会の古代史 三田古代史研究会 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422306 歴史・地理 日本史
469 沖縄の歴史・政治・社会 今林直樹 大学教育出版 2016 9784864293570 歴史・地理 日本史
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470 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第1卷
Kawai, Yahachi-小
田部雄次-粟屋憲
太郎-高橋紘

岩波書店 1993 9784000037419 歴史・地理 アジア史

471 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第2卷
河井弥八-小田部
雄次-粟屋憲太郎-
高橋紘

岩波書店 1993 9784000037426 歴史・地理 アジア史

472 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第3卷
河井弥八-小田部
雄次-粟屋憲太郎-
高橋紘

岩波書店 1993 9784000037433 歴史・地理 アジア史

473 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第4卷
河井弥八-小田部
雄次-粟屋憲太郎-
高橋紘

岩波書店 1994 9784000037440 歴史・地理 アジア史

474 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第5卷
河井弥八-小田部
雄次-粟屋憲太郎-
高橋紘

岩波書店 1994 9784000037457 歴史・地理 アジア史

475 昭和初期の天皇と宮中 : 侍従次長河井弥八日記 : 第6卷
河井弥八-小田部
雄次-粟屋憲太郎-
高橋紘

岩波書店 1994 9784000037464 歴史・地理 アジア史

476 日露戦争と韓国併合 : 19世紀末-1900年代 和田春樹. 岩波書店 2010 9784000112826 歴史・地理 アジア史

477 世界戦争と改造 : 1910年代 和田春樹. 岩波書店 2010 9784000112833 歴史・地理 アジア史
478 社会主義とナショナリズム : 1920年代 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112840 歴史・地理 アジア史
479 新秩序の模索 : 1930年代 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112857 歴史・地理 アジア史

480 アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圈」 : 1935--1945年 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112864 歴史・地理 アジア史

481 アジア諸戦争の時代 : 1945--1960年. 菅英輝 岩波書店 2011 9784000112871 歴史・地理 アジア史
482 ベトナム戦争の時代 : 1960--1975年 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112888 歴史・地理 アジア史
483 経済発展と民主革命 : 1975--1990年 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112895 歴史・地理 アジア史
484 和解と協力の未来へ : 1990年以降 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112901 歴史・地理 アジア史
485 アジア研究の来歴と展望 和田春樹. 岩波書店 2011 9784000112918 歴史・地理 アジア史
486 現代中国年表, 1941-2008 安藤正士. 岩波書店 2010 9784000227780 歴史・地理 アジア史
487 コズミック・マインド : Cosmic mind 西垣通 岩波書店 2009 9784000228879 歴史・地理 アジア史

488 中国民族主義の神話 : 人種・身体・ジェンダー 坂元ひろ子 岩波書店 2004 9784000238236 歴史・地理 アジア史

489 現代の貧困 井上達夫 岩波書店 2001 9784000265836 歴史・地理 アジア史

490 開国と社会変容 : 清朝体制・太平天国・反キリスト教
菊池秀明-茂木敏
夫-並木頼寿

岩波書店 2010 9784000282215 歴史・地理 アジア史

491 万国公法の時代 : 洋務・変法運動
茂木敏夫-村田雄
二郎

岩波書店 2010 9784000282222 歴史・地理 アジア史

492 民族と国家 : 辛亥革命
吉川次郎-深町英
夫-村田雄二郎

岩波書店 2010 9784000282239 歴史・地理 アジア史

493 世界大戦と国民形成 : 五四新文化運動
吉川次郎-坂元ひろ
子

岩波書店 2010 9784000282246 歴史・地理 アジア史

494 救国と民主 : 抗日戦争から第二次世界大戦へ
深町英夫-中村元
哉-砂山幸雄-野村
浩一-近藤邦康

岩波書店 2011 9784000282260 歴史・地理 アジア史

495 世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ
中村元哉-砂山幸
雄

岩波書店 2011 9784000282277 歴史・地理 アジア史
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496 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 1卷
卜部亮吾-岩井克
己-御厨貴

朝日新聞出版 2007 9784022502810 歴史・地理 アジア史

497 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 2卷
卜部亮吾-岩井克
己-御厨貴

朝日新聞出版 2007 9784022502827 歴史・地理 アジア史

498 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 3卷
卜部亮吾-岩井克
己-御厨貴

朝日新聞出版 2007 9784022502834 歴史・地理 アジア史

499 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 4卷
卜部亮吾-岩井克
己-御厨貴

朝日新聞出版 2007 9784022502841 歴史・地理 アジア史

500 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 5卷
卜部亮吾-岩井克
己-御厨貴

朝日新聞出版 2007 9784022502858 歴史・地理 アジア史

501 室町幕府守護制度の研究, 上 : 南北朝期諸国守護沿革考証編 佐藤進一 東京大学出版会 2000 9784130200219 歴史・地理 アジア史

502 室町幕府守護制度の研究, 下 : 南北朝期諸国守護沿革考証編 佐藤進一 東京大学出版会 1988 9784130200868 歴史・地理 アジア史

503 日本人と日本文化の形成 埴原和郎 朝倉書店 1993 9784254101225 歴史・地理 アジア史
504 シベリアの歴史 加藤九祚 紀伊國屋書店 1994 9784314006460 歴史・地理 アジア史
505 トルコの歴史 : オスマン帝国を中心に 三橋冨治男 紀伊國屋書店 1994 9784314006552 歴史・地理 アジア史
506 中国の近代と儒教 : 戊戍変法の思想 高田淳 紀伊國屋書店 1994 9784314006736 歴史・地理 アジア史
507 狂気と王権 井上章一 紀伊國屋書店 1995 9784314007054 歴史・地理 アジア史

508 戦争の論理 : 日露戦争から太平洋戦争まで 加藤陽子 勁草書房 2005 9784326248353 歴史・地理 アジア史

509
外国人へのまなざしと政治意識 : 社会調查で読み解く日本のナショナリズ
ム

田辺俊介 勁草書房 2011 9784326653591 歴史・地理 アジア史

510 朝鮮国名考 鮎貝房之進. 国書刊行会 1987 9784336013569 歴史・地理 アジア史
511 新羅史硏究 今西龍 国書刊行会 1970 9784336013675 歴史・地理 アジア史
512 百濟史硏究 今西龍 国書刊行会 1970 9784336013682 歴史・地理 アジア史
513 朝鮮史の栞 今西龍 国書刊行会 1970 9784336013699 歴史・地理 アジア史
514 朝鮮古史の研究 今西龍 国書刊行会 1970 9784336013705 歴史・地理 アジア史
515 インドの思惟方法 中村元 春秋社 1988 9784393312018 歴史・地理 アジア史
516 シナ人の思惟方法 中村元 春秋社 1988 9784393312025 歴史・地理 アジア史
517 日本人の思惟方法 中村元 春秋社 1988 9784393312032 歴史・地理 アジア史
518 チベット人・韓国人の思惟方法 中村元 春秋社 1988 9784393312049 歴史・地理 アジア史
519 聖徳太子 中村元-聖徳太子 春秋社 1998 9784393312384 歴史・地理 アジア史

520 漂流するメディア政治 : 情報利権と新世紀の世界秩序
宮台真司-神保哲
生

春秋社 2002 9784393332207 歴史・地理 アジア史

521 マハトマ・ガンジー
Mall, Ram Adhar-福
井一光

玉川大学出版部 2007 9784472403415 歴史・地理 アジア史

522 高殿の古代学 : 豪族の居館と王権祭儀 辰巳和弘 白水社 1990 9784560022276 歴史・地理 アジア史

523 宮崎滔天全集 : 第一卷
宮崎滔天-小野川
秀美-宮崎龍介

平凡社 1971 9784582432015 歴史・地理 アジア史

524 宮崎滔天全集 : 第二卷
宮崎滔天-小野川
秀美-宮崎龍介

平凡社 1971 9784582432022 歴史・地理 アジア史

525 宮崎滔天全集 : 第三卷
宮崎滔天-小野川
秀美-宮崎龍介

平凡社 1972 9784582432039 歴史・地理 アジア史

526 宮崎滔天全集 : 第四卷
宮崎滔天-小野川
秀美-宮崎龍介

平凡社 1973 9784582432046 歴史・地理 アジア史

527 宮崎滔天全集 : 第五卷
宮崎滔天-小野川
秀美-宮崎龍介

平凡社 1976 9784582432053 歴史・地理 アジア史
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528 石器時代と考古学 喜田貞吉.-小林行 平凡社 1981 9784582478013 歴史・地理 アジア史
529 古墳墓年代の研究 喜田貞吉.-小林行 平凡社 1979 9784582478020 歴史・地理 アジア史
530 国史と仏教史 喜田貞吉. 平凡社 1981 9784582478037 歴史・地理 アジア史

531 歴史地理研究
喜田貞吉.-林屋辰
三郎

平凡社 1982 9784582478044 歴史・地理 アジア史

532 都城の研究
喜田貞吉.-林屋辰
三郎

平凡社 1979 9784582478051 歴史・地理 アジア史

533 奈良時代の寺院 喜田貞吉.-小林行 平凡社 1980 9784582478068 歴史・地理 アジア史
534 法隆寺再建論 喜田貞吉. 平凡社 1982 9784582478075 歴史・地理 アジア史
535 民族史の研究 喜田貞吉.-上田正 平凡社 1979 9784582478082 歴史・地理 アジア史
536 蝦夷の研究 喜田貞吉.-伊東信 平凡社 1980 9784582478099 歴史・地理 アジア史
537 部落問題と社会史 喜田貞吉. 平凡社 1982 9784582478105 歴史・地理 アジア史
538 信仰と民俗 喜田貞吉.-上田正 平凡社 1980 9784582478112 歴史・地理 アジア史

539 斉東史話・紀行文
喜田貞吉.-林屋辰
三郎-伊東信雄

平凡社 1980 9784582478129 歴史・地理 アジア史

540 学窓日誌 喜田貞吉.-伊東信 平凡社 1979 9784582478136 歴史・地理 アジア史
541 六十年の回顧・日誌 喜田貞吉. 平凡社 1982 9784582478143 歴史・地理 アジア史

542 日本海島文化の研究 : 民俗風土論的考察 北見俊夫 法政大学出版局 1989 9784588321078 歴史・地理 アジア史

543 宇垣一成日記 : 1 宇垣一成-角田順 みすず書房 1968 9784622017202 歴史・地理 アジア史
544 宇垣一成日記 : 2 宇垣一成-角田順 みすず書房 1970 9784622017219 歴史・地理 アジア史
545 宇垣一成日記 : 3 宇垣一成-角田順 みすず書房 1971 9784622017288 歴史・地理 アジア史
546 満洲事変 島田俊彦-小林竜 みすず書房 2004 9784622026075 歴史・地理 アジア史
547 日中戦争 : 1 稲葉正夫.-島田俊 みすず書房 1964 9784622026082 歴史・地理 アジア史
548 日中戦争 : 2 臼井勝美.-稲葉正 みすず書房 2004 9784622026099 歴史・地理 アジア史
549 日中戦争 : 3 角田順. みすず書房 2004 9784622026105 歴史・地理 アジア史

550 続・満洲事変
稲葉正夫.-島田俊
彦.-小林龍夫.

みすず書房 2004 9784622026112 歴史・地理 アジア史

551 日中戦争 : 4 小林龍夫. みすず書房 2004 9784622026129 歴史・地理 アジア史
552 日中戦争 : 5 臼井勝美. みすず書房 2004 9784622026136 歴史・地理 アジア史
553 台湾 : 1 山辺健太郎. みすず書房 1971 9784622026211 歴史・地理 アジア史
554 台湾 : 2 山辺健太郎 みすず書房 1971 9784622026228 歴史・地理 アジア史
555 朝鮮 : 1 姜徳相 みすず書房 1966 9784622026259 歴史・地理 アジア史
556 朝鮮 : 2 姜徳相 みすず書房 1967 9784622026266 歴史・地理 アジア史
557 朝鮮 : 3 姜徳相 みすず書房 1970 9784622026273 歴史・地理 アジア史
558 朝鮮 : 4 姜徳相 みすず書房 1972 9784622026280 歴史・地理 アジア史
559 朝鮮 : 5 梶村秀樹.-姜徳相 みすず書房 1972 9784622026297 歴史・地理 アジア史
560 朝鮮 : 6 姜徳相 みすず書房 1976 9784622026303 歴史・地理 アジア史
561 索引 みすず書房. みすず書房 2004 9784622026464 歴史・地理 アジア史
562 アナーキズム 小松隆二 みすず書房 1988 9784622026532 歴史・地理 アジア史

563 陸軍 : 畑俊六日誌
畑俊六-照沼康孝-
伊藤隆

みすず書房 1983 9784622026549 歴史・地理 アジア史

564 特高と思想検事 加藤敬事 みすず書房 1982 9784622026570 歴史・地理 アジア史
565 教育 : 御真影と教育勅語 佐藤秀夫-Japan. みすず書房 1994 9784622026587 歴史・地理 アジア史
566 教育 : 御真影と教育勅語. 佐藤秀夫-Japan. みすず書房 1996 9784622026594 歴史・地理 アジア史
567 教育 : 御真影と教育勅語. 佐藤秀夫-Japan. みすず書房 1996 9784622026600 歴史・地理 アジア史
568 陸羯南 : 「国民」の創出 小山文雄 みすず書房 1990 9784622033370 歴史・地理 アジア史
569 新渡戶稲造 松隈俊子 みすず書房 2000 9784622049722 歴史・地理 アジア史
570 オキナワ, イメージの緣 (エッジ) 仲里効 未來社 2007 9784624111953 歴史・地理 アジア史
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571 日本文化の古層
Slawik, Alexander-
Kreiner, Josef.-住
谷一彦

未來社 1984 9784624200459 歴史・地理 アジア史

572 沖繩池間島民俗誌 野口武徳 未來社 1972 9784624200473 歴史・地理 アジア史
573 山に生きる人びと 宮本常一 未來社 1993 9784624221027 歴史・地理 アジア史

574 闘争する境界 : 復帰後世代の沖縄からの報告
後田多敦-桃原一
彦-知念ウシ-與儀

未來社 2012 9784624410933 歴史・地理 アジア史

575 魂振り : 琉球文化・芸術論 高良勉 未來社 2011 9784624601126 歴史・地理 アジア史

576 フォトネシア : 眼の回帰線・沖縄 = Photonesia 仲里効. 未來社 2009 9784624710927 歴史・地理 アジア史

577 民俗学への道 宮本常一 未來社 1968 9784624924010 歴史・地理 アジア史
578 日本の中央と地方 宮本常一 未來社 1967 9784624924027 歴史・地理 アジア史
579 風土と文化 宮本常一 未來社 1967 9784624924034 歴史・地理 アジア史
580 日本の離島 : 第 1集 宮本常一 未來社 1969 9784624924041 歴史・地理 アジア史
581 日本の離島 : 第 2集 宮本常一 未來社 1970 9784624924058 歴史・地理 アジア史
582 家鄉の訓・愛情は子供と共に 宮本常一 未來社 1967 9784624924065 歴史・地理 アジア史
583 ふるさとの生活・日本の村 宮本常一 未來社 1968 9784624924072 歴史・地理 アジア史
584 日本の子供たち・海をひらいた人びと 宮本常一 未來社 1969 9784624924089 歴史・地理 アジア史
585 民間暦 宮本常一 未來社 1970 9784624924096 歴史・地理 アジア史
586 忘れられた日本人 宮本常一 未來社 1971 9784624924102 歴史・地理 アジア史
587 中世社会の残存 宮本常一 未來社 1972 9784624924119 歴史・地理 アジア史
588 村の崩壊 宮本常一 未來社 1972 9784624924126 歴史・地理 アジア史
589 民衆の文化 宮本常一 未來社 1973 9784624924133 歴史・地理 アジア史
590 山村と国有林 宮本常一 未來社 1973 9784624924140 歴史・地理 アジア史
591 日本を思う 宮本常一 未來社 1973 9784624924157 歴史・地理 アジア史
592 屋久島民俗誌 宮本常一 未來社 1974 9784624924164 歴史・地理 アジア史
593 宝島民俗誌・見島の漁村 宮本常一 未來社 1974 9784624924171 歴史・地理 アジア史
594 旅と観光 宮本常一 未來社 1975 9784624924188 歴史・地理 アジア史
595 農業技術と経営の史的側面 宮本常一 未來社 1975 9784624924195 歴史・地理 アジア史
596 海の民 宮本常一 未來社 1975 9784624924201 歴史・地理 アジア史
597 庶民の発見 宮本常一 未來社 1976 9784624924218 歴史・地理 アジア史
598 産業史三篇 宮本常一 未來社 1976 9784624924225 歴史・地理 アジア史
599 中国山地民俗採訪錄 宮本常一 未來社 1976 9784624924232 歴史・地理 アジア史
600 食生活雑考 宮本常一 未來社 1977 9784624924249 歴史・地理 アジア史
601 村里を行く 宮本常一 未來社 1977 9784624924256 歴史・地理 アジア史
602 民衆の知恵を訪ねて 宮本常一 未來社 1981 9784624924263 歴史・地理 アジア史
603 都市の祭と民俗 宮本常一-須藤功 未來社 1982 9784624924270 歴史・地理 アジア史
604 対馬漁業史 宮本常一 未來社 1983 9784624924287 歴史・地理 アジア史
605 中国風土記 宮本常一 未來社 1984 9784624924294 歴史・地理 アジア史

606 民俗のふるさと
宮本常一-田村善
次郎

未來社 1984 9784624924300 歴史・地理 アジア史

607 旅にまなぶ
宮本常一-田村善
次郎

未來社 1986 9784624924317 歴史・地理 アジア史

608 村の旧家と村落組織 : I 宮本常一 未來社 1986 9784624924324 歴史・地理 アジア史
609 村の旧家と村落組織 : II 宮本常一 未來社 1986 9784624924331 歴史・地理 アジア史
610 吉野西奥民俗採訪錄 宮本常一 未來社 1989 9784624924348 歴史・地理 アジア史
611 離島の旅 宮本常一 未來社 1986 9784624924355 歴史・地理 アジア史
612 越前石徹白民俗誌・その他 宮本常一 未來社 1992 9784624924362 歴史・地理 アジア史
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613 河内国瀧畑左近熊太翁旧事談
左近熊太.-宮本常
一-田村善次郎

未來社 1993 9784624924379 歴史・地理 アジア史

614 周防大島を中心としたる海の生活誌 宮本常一 未來社 1994 9784624924386 歴史・地理 アジア史

615 大隅半島民俗採訪錄・出雲八束郡片句浦民俗聞書 宮本常一 未來社 1995 9784624924393 歴史・地理 アジア史

616 周防大島民俗誌 宮本常一 未來社 1997 9784624924409 歴史・地理 アジア史
617 鄉土の歴史 宮本常一 未來社 1997 9784624924416 歴史・地理 アジア史

618 父母の記, 自伝抄
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2002 9784624924423 歴史・地理 アジア史

619 自然と日本人
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2003 9784624924430 歴史・地理 アジア史

620 民衆文化と造形
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2003 9784624924447 歴史・地理 アジア史

621 民具学試論
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2005 9784624924454 歴史・地理 アジア史

622 新農村への提言 : I 宮本常一 未來社 2006 9784624924461 歴史・地理 アジア史
623 新農村への提言 : II 宮本常一 未來社 2006 9784624924478 歴史・地理 アジア史

624 林道と山村社会
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2006 9784624924485 歴史・地理 アジア史

625 塩の民俗と生活
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2007 9784624924492 歴史・地理 アジア史

626 渋沢敬三
宮本常一-田村善
次郎

未來社 2008 9784624924508 歴史・地理 アジア史

627 徳川実紀事項索引. 吉川弘文館. 吉川弘文館 2003 9784642001830 歴史・地理 アジア史
628 徳川実紀事項索引. 吉川弘文館. 吉川弘文館 2003 9784642001847 歴史・地理 アジア史
629 徳川実紀索引. 徳川実紀研究会. 吉川弘文館 2003 9784642001854 歴史・地理 アジア史
630 徳川実紀索引. 徳川実紀研究会. 吉川弘文館 2003 9784642001861 歴史・地理 アジア史
631 永原慶二著作選集 : 第 1卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026802 歴史・地理 アジア史
632 永原慶二著作選集 : 第 2卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026819 歴史・地理 アジア史
633 永原慶二著作選集 : 第 3卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026826 歴史・地理 アジア史
634 永原慶二著作選集 : 第 4卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026833 歴史・地理 アジア史
635 永原慶二著作選集 : 第 5卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026840 歴史・地理 アジア史
636 永原慶二著作選集 : 第 6卷 永原慶二 吉川弘文館 2007 9784642026857 歴史・地理 アジア史
637 永原慶二著作選集 : 第 7卷 永原慶二 吉川弘文館 2008 9784642026864 歴史・地理 アジア史
638 永原慶二著作選集 : 第 8卷 永原慶二 吉川弘文館 2008 9784642026871 歴史・地理 アジア史
639 永原慶二著作選集 : 第 9卷 永原慶二 吉川弘文館 2008 9784642026888 歴史・地理 アジア史
640 永原慶二著作選集 : 第10卷 永原慶二 吉川弘文館 2008 9784642026895 歴史・地理 アジア史

641 日本書紀 : 前篇
黑板勝美-國史大
系編修會 (Japan)

吉川弘文館 2000 9784642040006 歴史・地理 アジア史

642 日本書紀 : 後篇
黑板勝美-國史大
系編修會 (Japan)

吉川弘文館 2000 9784642040013 歴史・地理 アジア史

643 續日本紀 黒板, 勝美 吉川弘文館 2000 9784642040020 歴史・地理 アジア史

644 日本後紀. 續日本後紀. 日本文德天皇實錄 吉川弘文館. 吉川弘文館 2000 9784642040037 歴史・地理 アジア史

645 日本三代實錄 黒板, 勝美-藤原時 吉川弘文館 2000 9784642040044 歴史・地理 アジア史
646 類聚國史 : 前篇. 菅原道眞 吉川弘文館 1999 9784642040051 歴史・地理 アジア史
647 類聚國史 : 後篇. 菅原道眞 吉川弘文館 2000 9784642040068 歴史・地理 アジア史
648 古事記. 先代舊事本紀. 神道五部書 吉川弘文館. 吉川弘文館 1998 9784642040075 歴史・地理 アジア史
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649 日本書紀私記. 釋日本紀. 日本逸史
黒板, 勝美-鴨祐之
-卜部兼方

吉川弘文館 1999 9784642040082 歴史・地理 アジア史

650 本朝世紀 藤原通憲-黒板, 勝 吉川弘文館 1999 9784642040099 歴史・地理 アジア史
651 日本紀略 : 前篇 黒板, 勝美 吉川弘文館 2000 9784642040105 歴史・地理 アジア史
652 日本紀略 : 後篇. 百錬抄 黒板, 勝美 吉川弘文館 2000 9784642040112 歴史・地理 アジア史

653 扶桑略記
黑板勝美-永祐-黒
板, 勝美-皇圓

吉川弘文館 1999 9784642040129 歴史・地理 アジア史

654 續史愚抄 : 前篇 柳原紀光-黒板勝 吉川弘文館 1999 9784642040136 歴史・地理 アジア史
655 續史愚抄 : 中篇 柳原紀光-黒板勝 吉川弘文館 1999 9784642040143 歴史・地理 アジア史
656 續史愚抄 : 後篇 柳原紀光-黒板勝 吉川弘文館 2000 9784642040150 歴史・地理 アジア史
657 今昔物語集 : 天竺, 震旦 黒板, 勝美 吉川弘文館 1998 9784642040167 歴史・地理 アジア史
658 今昔物語集 : 本朝 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040174 歴史・地理 アジア史
659 宇治拾遺物語. 古事談. 十訓抄 源顕兼-黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040181 歴史・地理 アジア史

660 古今著聞集 : 愚管抄
橘成季-慈圓-黒板, 
勝美

吉川弘文館 2000 9784642040198 歴史・地理 アジア史

661 榮花物語 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040204 歴史・地理 アジア史
662 水鏡. 大鏡 黒板勝美-中山忠 吉川弘文館 1999 9784642040211 歴史・地理 アジア史
663 今鏡. 增鏡 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040228 歴史・地理 アジア史
664 律. 令義解 黒板, 勝美 吉川弘文館 2000 9784642040235 歴史・地理 アジア史
665 令集解 : 前篇 黒板, 勝美-惟宗直 吉川弘文館 2000 9784642040242 歴史・地理 アジア史
666 令集解 : 後篇 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040259 歴史・地理 アジア史
667 類聚三代格. 弘仁格抄 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040266 歴史・地理 アジア史
668 交替式. 弘仁式. 延喜式 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040273 歴史・地理 アジア史

669 新抄格勅符抄. 法曹類林. 類聚符宣抄. 續左丞抄. 別聚符宣抄 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040280 歴史・地理 アジア史

670 政事要略 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040297 歴史・地理 アジア史
671 朝野群載 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040303 歴史・地理 アジア史
672 本朝文粹 : 本朝續文粹 黒板勝美-藤原明 吉川弘文館 1999 9784642040310 歴史・地理 アジア史
673 本朝文集 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040327 歴史・地理 アジア史
674 日本高僧傳要文抄. 元亨釋書 宗性-虎關-黒板勝 吉川弘文館 2000 9784642040334 歴史・地理 アジア史
675 吾妻鏡 : 前篇 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040341 歴史・地理 アジア史
676 吾妻鏡 : 後篇 黒板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040358 歴史・地理 アジア史
677 後鑑 : 第一篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040365 歴史・地理 アジア史
678 後鑑 : 第二篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040372 歴史・地理 アジア史
679 後鑑 : 第三篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040389 歴史・地理 アジア史
680 後鑑 : 第四篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040396 歴史・地理 アジア史
681 徳川實紀 : 第一篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040402 歴史・地理 アジア史
682 徳川實紀 : 第二篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040419 歴史・地理 アジア史
683 德川實紀 : 第三篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040426 歴史・地理 アジア史
684 德川實紀 : 第四篇 黒板勝美 吉川弘文館 1998 9784642040433 歴史・地理 アジア史
685 德川實紀 : 第五篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040440 歴史・地理 アジア史
686 徳川實紀 : 第六篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040457 歴史・地理 アジア史
687 徳川實紀 : 第七篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040464 歴史・地理 アジア史
688 徳川實紀 : 第八篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040471 歴史・地理 アジア史
689 徳川實紀 : 第九篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040488 歴史・地理 アジア史
690 徳川實紀 : 第十篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040495 歴史・地理 アジア史
691 續徳川實紀 : 第一篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040501 歴史・地理 アジア史
692 續德川實紀 : 第ニ篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040518 歴史・地理 アジア史
693 續徳川實紀 : 第三篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040525 歴史・地理 アジア史
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694 續徳川實紀 : 第四篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040532 歴史・地理 アジア史
695 續徳川實紀 : 第五篇 黒板勝美 吉川弘文館 1999 9784642040549 歴史・地理 アジア史
696 公卿補任 : 第一篇 黑板勝美 吉川弘文館 2000 9784642040556 歴史・地理 アジア史
697 公卿補任 : 第二篇 黑板勝美 吉川弘文館 2001 9784642040563 歴史・地理 アジア史
698 公卿補任 : 第三篇 黑板勝美 吉川弘文館 2001 9784642040570 歴史・地理 アジア史
699 公卿補任 : 第四篇 黑板勝美 吉川弘文館 2001 9784642040587 歴史・地理 アジア史
700 公卿補任 : 第五篇 黑板勝美 吉川弘文館 2001 9784642040594 歴史・地理 アジア史
701 公卿補任索引 黑板勝美 吉川弘文館 2001 9784642040600 歴史・地理 アジア史

702 尊卑分脉 : 第一篇
洞院公定-黑板勝
美-國史大系編修
會 (Japan)

吉川弘文館 2001 9784642040617 歴史・地理 アジア史

703 尊卑分脉 : 第二篇
洞院公定-黑板勝
美-國史大系編修
會 (Japan)

吉川弘文館 2001 9784642040624 歴史・地理 アジア史

704 尊卑分脉 : 第三篇
洞院公定-黑板勝
美-國史大系編修
會 (Japan)

吉川弘文館 2001 9784642040631 歴史・地理 アジア史

705 尊卑分脉 : 第四篇
洞院公定-黑板勝
美-國史大系編修
會 (Japan)

吉川弘文館 2001 9784642040648 歴史・地理 アジア史

706 尊卑分脉索引
黑板勝美-國史大
系編修會 (Japan)

吉川弘文館 2001 9784642040655 歴史・地理 アジア史

707 明治維新の政治過程
大久保利謙-佐々
木克

吉川弘文館 1986 9784642041720 歴史・地理 アジア史

708 華族制の創出 大久保利謙 吉川弘文館 1993 9784642041744 歴史・地理 アジア史
709 幕末維新の洋学 大久保利謙 吉川弘文館 1986 9784642041768 歴史・地理 アジア史
710 明治の思想と文化 大久保利謙 吉川弘文館 1988 9784642041775 歴史・地理 アジア史
711 日本近代史学の成立 大久保利謙 吉川弘文館 1988 9784642041782 歴史・地理 アジア史
712 明治維新の人物像 大久保利謙 吉川弘文館 1989 9784642041799 歴史・地理 アジア史

713 日本書紀索引
大野達之助-吉川
弘文館.

吉川弘文館 1969 9784642041997 歴史・地理 アジア史

714 續日本紀索引
大野達之助-吉川
弘文館.

吉川弘文館 1967 9784642042000 歴史・地理 アジア史

715 日本後紀. 續日本後紀. 日本文德 天皇實錄索引
大野達之助-吉川
弘文館.

吉川弘文館 1965 9784642042017 歴史・地理 アジア史

716 日本三代實錄索引
大野逹之助-吉川
弘文館.

吉川弘文館 1963 9784642042024 歴史・地理 アジア史

717 蝦夷史料 東北大學. 吉川弘文館 1957 9784642042116 歴史・地理 アジア史
718 奥州藤原史料 東北大學. 吉川弘文館 1959 9784642042123 歴史・地理 アジア史
719 古代蝦夷の考古学 工藤雅樹 吉川弘文館 1998 9784642042130 歴史・地理 アジア史
720 蝦夷と東北古代史 工藤雅樹 吉川弘文館 1998 9784642042147 歴史・地理 アジア史
721 東北考古学・古代史学史 工藤雅樹 吉川弘文館 1998 9784642042154 歴史・地理 アジア史
722 律令国家東北史の研究 高橋崇 吉川弘文館 1991 9784642042161 歴史・地理 アジア史
723 古代東北の支配構造 鈴木拓也 吉川弘文館 1998 9784642042185 歴史・地理 アジア史
724 蝦夷と古代国家 関口明 吉川弘文館 1992 9784642042192 歴史・地理 アジア史
725 近世国家と東北大名 長谷川成一. 吉川弘文館 2013 9784642042208 歴史・地理 アジア史
726 先代舊事本紀の硏究. 鎌田純一 吉川弘文館 1960 9784642042222 歴史・地理 アジア史
727 先代舊事本紀の硏究. 鎌田純一 吉川弘文館 1962 9784642042239 歴史・地理 アジア史
728 日中宮城の比較硏究 吉田歓 吉川弘文館 2002 9784642042291 歴史・地理 アジア史
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729 平安貴族社会の研究 橋本義彥 吉川弘文館 1976 9784642042307 歴史・地理 アジア史
730 鎌倉幕府御家人制度の研究 田中稔 吉川弘文館 1991 9784642042376 歴史・地理 アジア史

731 中世の変革と徳政 : 神領興行法の研究 海津一朗. 吉川弘文館 2013 9784642042406 歴史・地理 アジア史

732 室町幕府と国人一揆 福田豊彦 吉川弘文館 1995 9784642042413 歴史・地理 アジア史
733 一向一揆の研究 井上銳夫. 吉川弘文館 2013 9784642042420 歴史・地理 アジア史
734 戦国期室町幕府と将軍 山田康弘 吉川弘文館 2000 9784642042437 歴史・地理 アジア史
735 戦国大名毛利氏の研究 秋山伸隆 吉川弘文館 1998 9784642042444 歴史・地理 アジア史
736 戦国大名今川氏の研究 有光友學 吉川弘文館 1994 9784642042451 歴史・地理 アジア史
737 後北條氏研究 小和田哲男 吉川弘文館 1983 9784642042468 歴史・地理 アジア史
738 幕末政治と倒幕運動 家近良樹 吉川弘文館 1995 9784642042567 歴史・地理 アジア史

739 明治政治史の基礎過程 : 地方政治状況史論 有泉貞夫 吉川弘文館 1980 9784642042574 歴史・地理 アジア史

740 昭和天皇と近現代日本 後藤致人. 吉川弘文館 2013 9784642042598 歴史・地理 アジア史
741 重光葵と戦後政治 武田知己. 吉川弘文館 2013 9784642042604 歴史・地理 アジア史

742 現代インドを知るための 60章
広瀬崇子-南埜猛-
井上恭子-近藤正

明石書店 2007 9784750326429 歴史・地理 アジア史

743 現代フィリピンを知るための 61章 大野拓司-寺田勇 明石書店 2009 9784750330563 歴史・地理 アジア史

744 ラオスを知るための 60章
菊池陽子-阿部健
一-鈴木玲子

明石書店 2010 9784750333090 歴史・地理 アジア史

745 中国の歴史を知るための 60章 並木頼寿-杉山文 明石書店 2011 9784750333434 歴史・地理 アジア史
746 現代台湾を知るための 60章 亜州奈みづほ 明石書店 2012 9784750335285 歴史・地理 アジア史
747 カンボジアを知るための 62章 上田広美-岡田知 明石書店 2012 9784750335858 歴史・地理 アジア史
748 モンゴルを知るための 65章 金岡秀郎 明石書店 2012 9784750336220 歴史・地理 アジア史
749 イスラエルを知るための 60章 立山良司 明石書店 2012 9784750336411 歴史・地理 アジア史
750 中国のムスリムを知るための 60章 中国ムスリム研究 明石書店 2012 9784750336459 歴史・地理 アジア史

751 現代インドネシアを知るための 60章
間瀬朋子-村井吉
敬-佐伯奈津子

明石書店 2013 9784750337487 歴史・地理 アジア史

752 スリランカを知るための 58章
杉本良男-高桑史
子-鈴木晋介

明石書店 2013 9784750337906 歴史・地理 アジア史

753 シンガポールを知るための 65章 田村慶子 明石書店 2013 9784750338217 歴史・地理 アジア史
754 シリア・レバノンを知るための 64章 黒木英充 明石書店 2013 9784750338767 歴史・地理 アジア史
755 ミャンマーを知るための 60章 田村克己-松田正 明石書店 2013 9784750339146 歴史・地理 アジア史

756 東南アジアを知るための 50章
今井昭夫-東京外
国語大学.

明石書店 2014 9784750339795 歴史・地理 アジア史

757 タイを知るための 72章 綾部真雄 明石書店 2014 9784750340371 歴史・地理 アジア史
758 現代モンゴルを知るための 50章 小長谷有紀-前川 明石書店 2014 9784750340432 歴史・地理 アジア史
759 カザフスタンを知るための 60章 宇山智彦-藤本透 明石書店 2015 9784750340623 歴史・地理 アジア史

760 現代韓国を知るための 60章
石坂浩一-福島み
のり

明石書店 2014 9784750340821 歴史・地理 アジア史

761 サウジアラビアを知るための 63章 中村覚 明石書店 2015 9784750342221 歴史・地理 アジア史
762 内モンゴルを知るための 60章 Burensain-赤坂恒 明石書店 2015 9784750342238 歴史・地理 アジア史
763 移りゆく「教養」 苅部直 NTT出版 2007 9784757140967 歴史・地理 アジア史

764 ユダヤとイスラエルのあいだ : 民族, 国民のアポリア 早尾貴紀 青土社 2008 9784791763948 歴史・地理 アジア史

765 地域政治と近代日本 : 関東各府県における歴史的展開 櫻井良樹 日本経済評論社 1998 9784818810426 歴史・地理 アジア史

766
近現代日本の地域政治構造 : 大正デモクラシーの崩壊と普選体制の確
立

源川真希 日本経済評論社 2001 9784818813618 歴史・地理 アジア史
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767 帝都と軍隊 : 地域と民衆の視点から 上山和雄 日本経済評論社 2002 9784818813977 歴史・地理 アジア史
768 日本占領の経済政策史的硏究 三和良一 日本経済評論社 2002 9784818814110 歴史・地理 アジア史
769 明治天皇行幸と地方政治 鈴木しづ子 日本経済評論社 2002 9784818814189 歴史・地理 アジア史

770 戦後奄美経済社会論 : 開発と自立のジレンマ 皆村武一 日本経済評論社 2003 9784818815353 歴史・地理 アジア史

771 戦時下アジアの日本経済団体 木村健二-柳沢遊 日本経済評論社 2004 9784818815681 歴史・地理 アジア史

772 明治前期の日本経済 : 資本主義への道 高村直助 日本経済評論社 2004 9784818817104 歴史・地理 アジア史

773 日本近代のサブ・リーダー : 歴史をつくる闘い 金原左門 日本経済評論社 2005 9784818817692 歴史・地理 アジア史

774 昭和史論争を問う : 歴史を叙述することの可能性 大門正克 日本経済評論社 2006 9784818818736 歴史・地理 アジア史

775 地域と占領 : 首都とその周辺 栗田尚弥 日本経済評論社 2007 9784818819740 歴史・地理 アジア史
776 日英中世史料論 春田直紀-鶴島博 日本経済評論社 2008 9784818819924 歴史・地理 アジア史

777 GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代 : 昭和の日本とアメリカ
横浜開港資料館.-
横浜国際関係史研

日本経済評論社 2009 9784818820494 歴史・地理 アジア史

778 北関東地方史研究 : 生糸と人々のくらし 富沢一弘 日本経済評論社 2010 9784818820715 歴史・地理 アジア史

779 相模の美酒と福沢諭吉 : 「近代化」のビジョンを求めて 金原左門 日本経済評論社 2010 9784818821156 歴史・地理 アジア史

780 三木武夫研究 小西德應-明治大 日本経済評論社 2011 9784818821781 歴史・地理 アジア史
781 近世村社会の変容 : 微視の村落史 内田鉄平. 日本経済評論社 2012 9784818822238 歴史・地理 アジア史
782 地域文化史の調查と研究 鈴木秀幸 日本経済評論社 2013 9784818822900 歴史・地理 アジア史

783 松本学 : 内政史研究会談話速記錄
松本学-伊藤隆-内
政史研究会.

現代史料出版 2006 9784877851385 歴史・地理 アジア史

784 浜松市の合併と文化政策 : 地域文化の継承と創造 山北一司. 水曜社 2011 9784880652665 歴史・地理 アジア史

785 昭和ニ十一年八月の絵日記 山中和子.-養老孟 トランスビュー 2001 9784901510011 歴史・地理 アジア史

786 伊波普猷全集 : 第一卷, [古琉球, 古琉球の政治, 歴史論考]
伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善.-服
部四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

787 伊波普猷全集 : 第三卷, [琉球戯曲集]
伊波普猷-外間, 守
善-仲宗根, 政善-
服部, 四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

788 伊波普猷全集 : 第四卷, [南島方言史攷, 沖縄考]
伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善.-服
部四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

789
伊波普猷全集 : 第ニ卷, [南島史考, 孤島苦の琉球史, 沖縄歴史物語, 歴
史論考]

伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

790 伊波普猷全集 : 第五卷
伊波普猷-外間, 守
善-仲宗根, 政善-
服部, 四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

791
伊波普猷全集 : 第六卷, [おもろ選釈, 校訂おもろさうし序文他, おもろ覚
書, おもろ論考]

伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1974 歴史・地理 アジア史

792
伊波普猷全集 : 第七卷, [おもろ選釈, 校訂おもろさうし序文他, おもろ覚
書, おもろ論考]

伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1975 歴史・地理 アジア史
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793 伊波普猷全集 : 第八卷, [琉球戯曲辞典, 琉球語便覧, 言語論考]
伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1975 歴史・地理 アジア史

794 伊波普猷全集 : 第九卷
伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1975 歴史・地理 アジア史

795 伊波普猷全集 : 第十卷, [雑纂, 辞典, 作品, 序・跋, 談話他, 書簡]
伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1976 歴史・地理 アジア史

796
伊波普猷全集 : 第十一卷, [琉球語大辞典, 大辞典, 補遺, 年譜, 著作目
錄, 索引]

伊波普猷-外間守
善-仲宗根政善-服
部四郎

平凡社 1993 歴史・地理 アジア史

797 東アジア世界の近代 : 19世紀 和田春樹. 岩波書店 2010 9784000112819 歴史・地理 アジア史

798 東アジアの中世城郭：女真の山城と平城（城を極める） 臼杵勲 吉川弘文館 2015 9784642064835 歴史・地理 アジア史

799 文化とレイシズム : 統一ドイツの知的風土 三島憲一 岩波書店 1996 9784000028622 歴史・地理 西洋史

800 アイスランド : 歴史と文学 山室静 紀伊國屋書店 1994 9784314006163 歴史・地理 西洋史

801
アメリカ国家像の再構成 : ニューディール・リベラル派とロバート・ワグ
ナーの国家構想

中島醸 勁草書房 2014 9784326302321 歴史・地理 西洋史

802 インド史. 中村元 春秋社 1997 9784393312056 歴史・地理 西洋史
803 インド史. 中村元 春秋社 1997 9784393312063 歴史・地理 西洋史
804 インド史. 中村元 春秋社 1998 9784393312070 歴史・地理 西洋史

805
アメリカン・ディストピア : 21世紀の戦争とジャーナリズム : 神保・宮台(激)
トーク・オン・デマンド2 = American dystopia

宮台真司-神保哲
生

春秋社 2003 9784393332238 歴史・地理 西洋史

806 イギリスってどんな国? : 素顔の英国
Webb, James H. 
M.-Webb, Yasuko.

実教出版 1995 9784407029154 歴史・地理 西洋史

807 フィレンツェ歴史散步
中嶋浩郎-中嶋しの
ぶ

白水社 2006 9784560027899 歴史・地理 西洋史

808 古代都市 : La cité antique
Fustel de 
Coulanges-田辺貞
之助

白水社 1995 9784560028865 歴史・地理 西洋史

809 職業別パリ風俗 鹿島茂 白水社 2012 9784560082256 歴史・地理 西洋史

810 過去の克服 : ヒトラー後のドイツ = Vergangenheitsbewältigung 石田勇治 白水社 2014 9784560083659 歴史・地理 西洋史

811
文化史とは何か, 人は何のために文化史を学ぶか ; ルネサンスと宗敎改
革

Friedell, Egon-宮下
啓三

みすず書房 1987 9784622006084 歴史・地理 西洋史

812 バロックとロココ ; 啓蒙と革命
Friedell, Egon-宮下
啓三

みすず書房 1987 9784622006091 歴史・地理 西洋史

813 ロマン主義と自由主義 ; 帝国主義と印象主義
Friedell, Egon-宮下
啓三

みすず書房 1988 9784622006107 歴史・地理 西洋史

814 評伝バーク : アメリカ独立戦争の時代 中野好之 みすず書房 1977 9784622006954 歴史・地理 西洋史
815 太平洋戦争. 実松譲 みすず書房 1968 9784622026341 歴史・地理 西洋史
816 太平洋戦争. 実松譲. みすず書房 1969 9784622026358 歴史・地理 西洋史
817 太平洋戦争. 実松譲. みすず書房 1969 9784622026365 歴史・地理 西洋史
818 太平洋戦争. 稲葉正夫.-臼井勝 みすず書房 1972 9784622026389 歴史・地理 西洋史
819 太平洋戦争. 冨永謙吾. みすず書房 1975 9784622026396 歴史・地理 西洋史
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820 現代イタリアを知るための 44章 村上義和 明石書店 2005 9784750321004 歴史・地理 西洋史

821 アルゼンチンを知るための 54章
Matsumoto, Juan 
Alberto

明石書店 2005 9784750321851 歴史・地理 西洋史

822 オランダを知るための 60章 長坂寿久 明石書店 2007 9784750325187 歴史・地理 西洋史
823 ベルギーを知るための 52章 小川秀樹 明石書店 2009 9784750329246 歴史・地理 西洋史

824 アメリカの歴史を知るための 62章
富田虎男-佐藤円-
鵜月裕典

明石書店 2009 9784750329673 歴史・地理 西洋史

825 スウェーデンを知るための 60章 村井誠人 明石書店 2009 9784750329987 歴史・地理 西洋史
826 オーストラリアを知るための 58章 越智道雄 明石書店 2010 9784750331195 歴史・地理 西洋史
827 ブラジルを知るための 56章 Ishi, Angelo 明石書店 2010 9784750331386 歴史・地理 西洋史

828 セネガルとカーボベルデを知るための 60章 小川了 明石書店 2010 9784750331553 歴史・地理 西洋史

829 南アフリカを知るための 60章 峯陽一 明石書店 2010 9784750331836 歴史・地理 西洋史
830 現代カナダを知るための 57章 飯野正子-竹中豊 明石書店 2010 9784750333076 歴史・地理 西洋史
831 マラウィを知るための 45章 栗田和明 明石書店 2010 9784750333113 歴史・地理 西洋史
832 現代メキシコを知るための 60章 国本伊代 明石書店 2011 9784750334288 歴史・地理 西洋史
833 ガーナを知るための 47章 高根務-山田肖子 明石書店 2011 9784750334394 歴史・地理 西洋史
834 ケニアを知るための 55章 松田素二-津田み 明石書店 2012 9784750336237 歴史・地理 西洋史
835 現代ロシアを知るための 60章 下斗米伸夫-島田 明石書店 2012 9784750336794 歴史・地理 西洋史
836 エストニアを知るための 59章 小森宏美 明石書店 2012 9784750337371 歴史・地理 西洋史
837 ハワイを知るための 60章 山本真鳥-山田亨 明石書店 2013 9784750337531 歴史・地理 西洋史
838 現代スペインを知るための 60章 坂東省次 明石書店 2013 9784750337838 歴史・地理 西洋史
839 EU (欧州連合) を知るための 63章 羽場久美子 明石書店 2013 9784750339009 歴史・地理 西洋史
840 スイスを知るための 60章 スイス文学研究会 明石書店 2014 9784750339788 歴史・地理 西洋史
841 ノルウェーを知るための 60章 大島美穂-岡本健 明石書店 2014 9784750340470 歴史・地理 西洋史

842 イギリスを知るための 65章
近藤久雄-阿部美
春-細川祐子

明石書店 2014 9784750341033 歴史・地理 西洋史

843 ミクロネシアを知るための 60章 印東道子 明石書店 2015 9784750341378 歴史・地理 西洋史
844 タンザニアを知るための 60章 栗田和明-根本利 明石書店 2015 9784750341774 歴史・地理 西洋史
845 スコットランドを知るための 65章 木村正俊 明石書店 2015 9784750342252 歴史・地理 西洋史

846 ドイツ民主共和国史 : 社会主義ドイツの興亡
Weber, Hermann-
星乃治彥-斎藤晢

日本経済評論社 1991 9784818804593 歴史・地理 西洋史

847 独ソ戦とホロコースト 永岑三千輝 日本経済評論社 2001 9784818813212 歴史・地理 西洋史

848 虛飾の帝国 : オリエンタリズムからオーナメンタリズムへ
Cannadine, David-
細川道久-平田雅

日本経済評論社 2004 9784818815858 歴史・地理 西洋史

849 歴史の誕生とアイデンティティ 鶴島博和-高田実 日本経済評論社 2005 9784818817562 歴史・地理 西洋史
850 アメリカ資本主義とニューディール 楠井敏朗 日本経済評論社 2005 9784818817807 歴史・地理 西洋史

851 欧州建設とベルギー : 統合の社会経済史的研究 小島健 日本経済評論社 2007 9784818819238 歴史・地理 西洋史

852 歴史学の醍醐味
西川正雄-日暮美
奈子-小沢弘明-伊
集院立

日本経済評論社 2010 9784818820883 歴史・地理 西洋史

853 名前のアルケオロジー 出口顯 紀伊國屋書店 1995 9784314007153 歴史・地理 伝記

854 ビル・ゲイツⅠ　マイクロソフト帝国の誕生 脇英世 東京電機大学出版局 2015 9784501553609 歴史・地理 伝記

855 高師直：室町新秩序の創造者（歴史文化ライブラリ－） 亀田俊和 吉川弘文館 2015 9784642058063 歴史・地理 伝記

856 将門伝説の歴史（歴史文化ライブラリ－） 樋口州男 吉川弘文館 2015 9784642058070 歴史・地理 伝記
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857 新田一族の中世：「武家の棟梁」への道（歴史文化ライブラリ－） 田中大喜 吉川弘文館 2015 9784642058087 歴史・地理 伝記

858 皇居の近現代史：開かれた皇室像の誕生（歴史文化ライブラリ－） 河西秀哉 吉川弘文館 2015 9784642058131 歴史・地理 伝記

859 蒲生氏郷（読みなおす日本史） 今村義孝 吉川弘文館 2015 9784642065863 歴史・地理 伝記
860 出雲尼子一族（読みなおす日本史） 米原正義 吉川弘文館 2015 9784642065917 歴史・地理 伝記

861 「昭和天皇実録」講義：生涯と時代を読み解く
古川隆久, 森暢平, 
茶谷誠一

吉川弘文館 2015 9784642082853 歴史・地理 伝記

862 エリア－デ＝クリア－ヌ往復書簡：１９７２－１９８６

ミルチャ・エリアー
デ, ヨアン・ペトル・
クリアーヌ
ダン・ペトレスク, テ
レザ・クリアーヌ=ペ
トレスク
佐々木啓, 奥山史
亮 訳

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422474 歴史・地理 伝記

863 幕末維新期の米国留学：横井左平太の海軍修学 高木不二 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422504 歴史・地理 伝記

864 馬場辰猪日記と遺稿
馬場辰猪 [著]
杉山伸也, 川崎勝

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422580 歴史・地理 伝記

865 先駆者の光と影 人生の転機―変化にどう対処したか― 志村和次郎 大学教育出版 2015 9784864292986 歴史・地理 伝記

866 塩尻公明と戦没学徒 木村久夫―「或る遺書について」の考察― 中谷彪 大学教育出版 2014 9784864293068 歴史・地理 伝記

867 オラン・ウータンの島 : ボルネオ探訪記 岡野恒也 紀伊國屋書店 1994 9784314006576 歴史・地理 地理
868 北海道蝦夷語地名解 : 附アイヌ地名考 永田方正. 国書刊行会 1972 9784336019486 歴史・地理 地理
869 菅江真澄の旅と日記 內田武志 未來社 1991 9784624110246 歴史・地理 地理
870 野田泉光院 宮本常一 未來社 1980 9784624110529 歴史・地理 地理

871 古川古松軒, イサベラ・バード
宮本常一-Bird, 
Isabella L.-古川古
松軒

未來社 1984 9784624110772 歴史・地理 地理

872 菅江真澄 宮本常一 未來社 1980 9784624111601 歴史・地理 地理

873 瀬戶內海の研究 : 島嶼の開発とその社会形成海人の定住を中心に 宮本常一 未來社 1965 9784624200640 歴史・地理 地理

874 ドイツの二大文化圏　ドナウの南とエルベの東―ドイツ地誌入門― 鈴木喜参 大学教育出版 2010 9784864290012 歴史・地理 地理

875 天使の記号学 山内志朗 岩波書店 2001 9784000265829 社会科学 社会

876 公と私の思想史 : Public and private in comparative intellectual histories 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2001 9784130034111 社会科学 社会

877 公と私の社会科学 : Public and private in social sciences 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2001 9784130034128 社会科学 社会

878 日本における公と私 : Public and private in Japanese context 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034135 社会科学 社会

879 欧米における公と私 : Public and private in Euro-American context 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034142 社会科学 社会

880 中間集団が開く公共性 : Intermediary organizations and publicness 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034173 社会科学 社会

881 21 世紀公共哲学の地平 : In search of public philosophy in Japan 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034203 社会科学 社会
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882
リーダーシップから考える公共性 : Publicness from the perspective of 
leadership

金泰昌.-小林良彰-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2004 9784130034340 社会科学 社会

883 宗教から考える公共性 : Publicness from the perspective of religion
金泰昌.-稲垣久和-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2006 9784130034364 社会科学 社会

884
知識人から考える公共性 : Publicness from the perspective of 
intellectuals

金泰昌.-平石直昭-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2006 9784130034371 社会科学 社会

885
組織・経営から考える公共性 : Publicness from the perspective of 
organization and management

金泰昌.-山脇直司-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2006 9784130034388 社会科学 社会

886
世代間関係から考える公共性 : Publicness from the perspective of 
intergenerational relations

金泰昌.-宇佐美誠-
鈴村興太郎-京都
フォーラム.

東京大学出版会 2006 9784130034401 社会科学 社会

887 社会学の方法的立場 : 客観性とはなにか 盛山和夫 東京大学出版会 2013 9784130501798 社会科学 社会

888 社会学入門 : 社会をモデルでよむ
小林盾-数理社会
学会.

朝倉書店 2014 9784254500202 社会科学 社会

889 社会・政策の統計の見方と活用 : データによる問題解決 久保真人 朝倉書店 2015 9784254500219 社会科学 社会

890 社会心理学 唐沢かおり 朝倉書店 2005 9784254526677 社会科学 社会
891 文化心理学 田島信元 朝倉書店 2008 9784254526714 社会科学 社会
892 情報生活のリテラシー 奈良由美子-野田 朝倉書店 2002 9784254606218 社会科学 社会

893 共産党宣言(マルクス・フォ－・ビギナ－)
マルクス, エンゲル
ス

大月書店 2009 9784272005314 社会科学 社会

894 空想から科学へ エンゲルス 大月書店 2009 9784272005321 社会科学 社会

895 <私>をひらく社会学 : 若者のための社会学入門
伊藤賢一-出口剛
司-豊泉周治-鈴木

大月書店 2014 9784272412334 社会科学 社会

896 社会調查のための統計データ分析 : Survey data
寺島拓幸-広瀬毅
士

オーム社 2010 9784274067631 社会科学 社会

897 オトメの祈り : 近代女性イメージの誕生 川村邦光 紀伊國屋書店 1993 9784314006064 社会科学 社会
898 映画学 : その基本的問題点 浅沼圭司. 紀伊國屋書店 1994 9784314006248 社会科学 社会
899 日本人のパーソナリティ 世良正利 紀伊國屋書店 1994 9784314006477 社会科学 社会
900 生活空間の未来像 : 計画科学の方法 上田篤 紀伊國屋書店 1994 9784314006637 社会科学 社会
901 遊戯と労働の弁証法 大沢正道 紀伊國屋書店 1994 9784314006804 社会科学 社会

902 オトメの身体 : 女の近代とセクシュアリティ 川村邦光 紀伊國屋書店 1994 9784314006859 社会科学 社会

903 リアリティ・トランジット : 情報消費社会の現在 = Realities in transit 吉見俊哉 紀伊國屋書店 1996 9784314007238 社会科学 社会

904 家族卒業
速水由紀子.-小林
キユウ

紀伊國屋書店 1999 9784314008563 社会科学 社会

905 介護のあした 信濃每日新聞社. 紀伊國屋書店 1999 9784314008600 社会科学 社会
906 オトメの行方 : 近代女性の表象と闘い 川村邦光 紀伊國屋書店 2003 9784314009515 社会科学 社会

907 レイシズムを解剖する : 在日コリアンへの偏見とインターネット 高史明 勁草書房 2015 9784326299089 社会科学 社会

908 メディアの中の政治 大石裕 勁草書房 2014 9784326302277 社会科学 社会

909 歴史から理論を創造する方法 : 社会科学と歴史学を統合する 保城広至 勁草書房 2015 9784326302406 社会科学 社会

910 実験が切り開く 21世紀の社会科学 清水和巳-西条辰 勁草書房 2014 9784326349111 社会科学 社会
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911 フロンティア実験社会科学．４ 社会関係資本の機能と創出 西條辰義 勁草書房 2015 9784326349142 社会科学 社会

912 フロンティア実験社会科学．６ 「社会の決まり」はどのように決まるか 西條辰義 勁草書房 2015 9784326349166 社会科学 社会

913 テキストブック公共選択 : Public choice
中村まづる-川野辺
裕幸

勁草書房 2013 9784326503858 社会科学 社会

914 格差社会と公共政策 森徹-鎌田繁則 勁草書房 2013 9784326602575 社会科学 社会

915 国境政策のパラドクス
Le Bail, Hélène-森
千香子

勁草書房 2014 9784326602698 社会科学 社会

916 社会イノベ－ションの科学：政策マ－ケティング・ＳＲＯＩ・討論型世論調査 玉村雅敏 勁草書房 2014 9784326602711 社会科学 社会

917 つながりづくりの隘路 : 地域社会は再生するのか 石田光規 勁草書房 2015 9784326602797 社会科学 社会

918 お笑いジェンダー論 瀬地山角 勁草書房 2001 9784326652624 社会科学 社会
919 脫アイデンティティ 上野千鶴子 勁草書房 2005 9784326653089 社会科学 社会
920 女という快楽 Ueno, Chizuko 勁草書房 2006 9784326653171 社会科学 社会

921 セラピー文化の社会学 : ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ 小池靖 勁草書房 2007 9784326653294 社会科学 社会

922 日本女性はどこにいるのか : イメージとアイデンティティの政治 北村文 勁草書房 2009 9784326653393 社会科学 社会

923 プロボノ : 新しい社会貢献, 新しい働き方 嵯峨生馬 勁草書房 2011 9784326653621 社会科学 社会

924 孤立の社会学 : 無縁社会の処方箋 石田光規 勁草書房 2011 9784326653683 社会科学 社会

925 少子化論 : なぜまだ結婚, 出産しやすい国にならないのか 松田茂樹 勁草書房 2013 9784326653805 社会科学 社会

926 マクルーハンとメディア論 : 身体論の集合 柴田崇 勁草書房 2013 9784326653843 社会科学 社会

927 個人化するリスクと社会 : ベック理論と現代日本 鈴木宗徳 勁草書房 2015 9784326653911 社会科学 社会

928 日常に侵入する自己啓発 : 生き方・手帳術・片づけ 牧野智和 勁草書房 2015 9784326653935 社会科学 社会

929 下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困
小杉礼子-宮本み
ち子

勁草書房 2015 9784326653942 社会科学 社会

930 女子のチカラ 米澤泉 勁草書房 2015 9784326653973 社会科学 社会

931 異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための 原沢伊都夫 研究社 2013 9784327377342 社会科学 社会

932 社会言語学のしくみ 中井精一-町田健 研究社 2005 9784327383077 社会科学 社会

933 中國・朝鮮の史籍における日本史料集成.
日本史料集成編纂
会.

国書刊行会 1992 9784336034687 社会科学 社会

934 中國・朝鮮の史籍における日本史料集成.
日本史料集成編纂
会.

国書刊行会 1994 9784336036223 社会科学 社会

935 中國・朝鮮の史籍における日本史料集成.
日本史料集成編纂
会.

国書刊行会 1995 9784336037534 社会科学 社会

936 中國・朝鮮の史籍における日本史料集成.
日本史料集成編纂
会.

国書刊行会 2007 9784336049780 社会科学 社会

937 都市計画
新谷洋二-岸井隆
幸.-高橋洋二.

コロナ社 2007 9784339050622 社会科学 社会

938
電子社会論 : 電子的想像力のリアリティと社会変容 = Electronic 
societies

遠藤薰 実教出版 2000 9784407024050 社会科学 社会
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939 アマルティア・セン : 経済学と倫理学
鈴村, 興太郎-後藤
玲子.

実教出版 2002 9784407028126 社会科学 社会

940 変えてみませんかまちづくり 日本弁護士連合会. 実教出版 1995 9784407029604 社会科学 社会

941
組織を動かすコミュニケーション力 : 企業・学校・サークル, あらゆる組織
の円滑な運営のために

高橋真知子. 実教出版 2010 9784407319910 社会科学 社会

942 日本企業社会論 渡辺敏雄 税務経理協会 2008 9784419050801 社会科学 社会

943 社会情報入門 : 生きる力としての情報を考える 村上則夫. 税務経理協会 2009 9784419053758 社会科学 社会

944 日本の学歴エリート 麻生誠 玉川大学出版部 1991 9784472101014 社会科学 社会

945 メディアの技術史 : 洞窟画からインターネットへ 斎藤嘉博. 東京電機大学出版局 1999 9784501530105 社会科学 社会

946 情報社会とデジタルコミュニティ

松原繁夫-西村俊
和-北村泰彦-角康
之-大澤幸生-山田
誠二-北村泰彦.

東京電機大学出版局 2002 9784501534905 社会科学 社会

947 IT で人はどうなる : 人間重視の情報技術を.
斎藤正男.-川澄正
史.

東京電機大学出版局 2003 9784501536107 社会科学 社会

948 ケータイで人はどうなる : IT 世代の行方 斎藤正男 東京電機大学出版局 2009 9784501547004 社会科学 社会

949 インターネットと"世論" 形成 : 間メディア的言說の連鎖と抗争 遠藤薰 東京電機大学出版局 2004 9784501620509 社会科学 社会

950 間メディア社会と〈世論〉形成 : TV・ネット・劇場社会 遠藤薰 東京電機大学出版局 2007 9784501622008 社会科学 社会

951 ネットメディアと〈コミュニティ〉形成 遠藤薰 東京電機大学出版局 2008 9784501622701 社会科学 社会

952
科学技術は社会とどう共生するか : 早稲田大学科学技術ジャーナリスト
養成プログラム MAJESTy

若杉なおみ.-西村
吉雄-岡本暁子.

東京電機大学出版局 2009 9784501624309 社会科学 社会

953
メディアは大震災・原発事故をどう語ったか : 報道・ネット・ドキュメンタリー
を検証する

遠藤薰 東京電機大学出版局 2012 9784501627508 社会科学 社会

954 経営組織論 : Organization theory 十川広国 中央経済社 2006 9784502384301 社会科学 社会

955 都市と環境の公共政策 : 日本経済再生に向けて 田中啓一 中央経済社 2002 9784502645907 社会科学 社会

956 これからの都市・地域政策 : 「実験型都市」が未来を創る
山崎朗-朝倉康夫.-
小林潔司

中央経済社 2005 9784502652905 社会科学 社会

957 現代都市流通とまちづくり 宇野史郎 中央経済社 2005 9784502655906 社会科学 社会

958 トウガラシのちいさな旅 : ボーダー文化論 越川芳明 白水社 2006 9784560027943 社会科学 社会

959 社会学 : 社会化の諸形式についての研究.
Simmel, Georg-居
安正

白水社 2016 9784560092453 社会科学 社会

960 社会学 : 社会化の諸形式についての研究.
Simmel, Georg-居
安正

白水社 2016 9784560092460 社会科学 社会

961 地域ブランド戦略と雇用創出 : Regional brand strategy and job creation
松隈久昭-大分大
学.

白桃書房 2010 9784561641940 社会科学 社会

962 日本の社会階層とそのメカニズム : 不平等を問い直す
神林博史-三輪哲-
盛山和夫-片瀬一

白桃書房 2011 9784561961246 社会科学 社会

963 記憶・暴力・システム : メディア文化の政治学 伊藤守 法政大学出版局 2005 9784588100055 社会科学 社会
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964 ウェーバーとトレルチ : 宗教と支配についての試論
柳父圀近-
Troeltsch, Ernst

みすず書房 1983 9784622002512 社会科学 社会

965 経済から社会へ : パレートの生涯と思想 松嶋敦茂 みすず書房 1985 9784622006121 社会科学 社会

966 陸羯南全集 : 第 1卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1968 9784622009511 社会科学 社会

967 陸羯南全集 : 第 2卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1969 9784622009528 社会科学 社会

968 陸羯南全集 : 第 3卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1969 9784622009535 社会科学 社会

969 陸羯南全集 : 第 4卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1970 9784622009542 社会科学 社会

970 陸羯南全集 : 第 5卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1970 9784622009559 社会科学 社会

971 陸羯南全集 : 第 6卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1971 9784622009566 社会科学 社会

972 陸羯南全集 : 第 7卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1972 9784622009573 社会科学 社会

973 陸羯南全集 : 第 8卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1972 9784622009580 社会科学 社会

974 陸羯南全集 : 第 9卷
陸羯南-植手通有-
西田長寿

みすず書房 1975 9784622009597 社会科学 社会

975 陸羯南全集 : 第 10卷
陸羯南-坂井雄吉-
植手通有-西田長

みすず書房 1985 9784622009603 社会科学 社会

976 不健康は悪なのか : 健康をモラル化する世界

Metzl, Jonathan-
Kirkland, Anna-細
澤仁-大塚紳一郎-
増尾徳行-宮畑麻

みすず書房 2015 9784622078944 社会科学 社会

977
静かな叫び : 不就学ろう青年とかかわり続けた9年間 : <発達>創刊20周
年記念特集

川崎佳子-寺内一
郎

ミネルヴァ書房 2013 9784623031429 社会科学 社会

978 「精神薄弱」から「知的障害」へ : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2013 9784623032044 社会科学 社会
979 発達のとらえかたの変化と保育 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2001 9784623034611 社会科学 社会
980 児童精神医学の現在 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2002 9784623036455 社会科学 社会

981 発達のフシを見つめて : 特集
岡本夏木.-村井潤
一.-村井潤一

ミネルヴァ書房 2004 9784623041657 社会科学 社会

982 父親の役割 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623042197 社会科学 社会
983 母親の役割 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623042203 社会科学 社会
984 発達の基盤を考える : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623042265 社会科学 社会

985 発達研究における量的なアプローチ・質的なアプローチ : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2006 9784623045761 社会科学 社会

986 自分を知ること, 他者を知ること : 社会性発達の科学的アプローチ : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2007 9784623050246 社会科学 社会

987 「障害」とは何か : 日常の文脈から「障害」を捉えなおす : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2010 9784623058372 社会科学 社会

988 「子どもを見る目」を育てる : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2011 9784623060528 社会科学 社会

989 危機における人間と学問 : マージナル・マンの理論とウェーバー像の変貌 折原浩 未來社 1969 9784624010218 社会科学 社会
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990 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の「精神」
Weber, Max-安藤英
治-梶山力

未來社 1994 9784624011253 社会科学 社会

991 討議と人権 : ハーバーマスの討議理論における正統性の問題 内村博信. 未來社 2009 9784624011802 社会科学 社会

992 日本の海洋民 川添登-宮本常一 未來社 1974 9784624200428 社会科学 社会
993 海に生きる人びと 宮本常一 未來社 1964 9784624221034 社会科学 社会
994 村のなりたち 宮本常一 未來社 1966 9784624221041 社会科学 社会
995 町のなりたち 宮本常一 未來社 1968 9784624221058 社会科学 社会

996 公共善の政治学 : ウェーバー政治思想の原理論的再構成 雀部幸隆 未來社 2007 9784624301057 社会科学 社会

997 官僚制 : 現代における論理と倫理 三戶公 未來社 1973 9784624400033 社会科学 社会
998 マックス．ウェーバー基礎研究序說 折原浩 未來社 1988 9784624400309 社会科学 社会
999 きじや : 轆轤師制度の研究 杉本壽 未來社 1984 9784624720186 社会科学 社会

1000 他者と共同体 湯浅博雄 未來社 1992 9784624932121 社会科学 社会

1001 社会的排除 : 参加の欠如・不確かな帰属 岩田正美 有斐閣 2008 9784641178038 社会科学 社会

1002 グローバリゼーション : 現代はいかなる時代なのか 正村俊之 有斐閣 2009 9784641178045 社会科学 社会

1003 古代東北と栅戶 高橋崇 吉川弘文館 1996 9784642042178 社会科学 社会

1004 アイヌ民族史の研究 : 蝦夷・アイヌ観の歴史的変遷 児島恭子. 吉川弘文館 2013 9784642042215 社会科学 社会

1005 日本古代王権と儀式 古瀬奈津子 吉川弘文館 1998 9784642042277 社会科学 社会
1006 日本中世の家と親族 高橋秀樹 吉川弘文館 1996 9784642042390 社会科学 社会
1007 日蘭文化交涉史の硏究 板澤武雄 吉川弘文館 1959 9784642042529 社会科学 社会

1008 近世日本の人口構造 : 德川時代の人口調查と人口状態に関する研究 関山直太郎 吉川弘文館 1969 9784642042536 社会科学 社会

1009 批判的ディアスポラ論とマイノリティ
野口道彦-戴エイカ
-島和博

明石書店 2009 9784750329642 社会科学 社会

1010
「場所」論 : ウェブのリアリズム, 地域のロマンチシズム = Theory of 
location in the information society

丸田一 NTT出版 2008 9784757102491 社会科学 社会

1011 デジタルな生活 : IT がデザインする空間と意識 小川克彦 NTT出版 2006 9784757141018 社会科学 社会

1012 東京の果てに 平山洋介 NTT出版 2006 9784757141094 社会科学 社会

1013 <時と場>の変容 : 「サイバー都市」は存在するか? 若林幹夫. NTT出版 2010 9784757142404 社会科学 社会

1014 国際比較調查の方法と解析 真鍋一史 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409567 社会科学 社会

1015 公益とまちづくり文化 : 「公益の故鄉」山形から 小松隆二 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409925 社会科学 社会

1016
社会システム理論 : 不透明な社会を捉える知の技法 = Social systems 
theory

熊坂賢次-公文俊
平-井庭崇-宮台真

慶應義塾大学出版会 2011 9784766418927 社会科学 社会

1017 実地調査法入門 : 社会調査の第一歩
西山敏樹-常盤拓
司-慶応義塾大学.-
鈴木亮子

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422566 社会科学 社会

1018 日本人の生活 : 50年の軌跡と 21世紀への展望 日本家政学会 建帛社 1998 9784767965079 社会科学 社会

1019
変動する家族 : 子ども・ジェンダー・高齢者 = Changing families : children, 
gender and the elderly

牧野カツコ-伊藤セ
ツ-袖井孝子-日本
家政学会.

建帛社 1999 9784767965086 社会科学 社会
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1020 文化人類学とわたし 川田順造 青土社 2007 9784791763771 社会科学 社会

1021 近代日本の行政村 : 長野県埴科郡五加村の研究
西田美昭-大石嘉
一郎

日本経済評論社 1991 9784818804517 社会科学 社会

1022 中産層文化と近代 : ダニエル・デフォーの世界から
道重一郎-関口尚
志-梅津順一

日本経済評論社 1999 9784818810655 社会科学 社会

1023 社会史とは何か : その方法と軌跡
Kocka, Jürgen.-土
井美徳.-仲内英三.

日本経済評論社 2000 9784818813182 社会科学 社会

1024 ヴェーバー的方法の未来 鈴木章俊 日本経済評論社 2001 9784818813243 社会科学 社会
1025 近代日中関係史再考 田中明. 日本経済評論社 2002 9784818814066 社会科学 社会

1026 「大東京」空間の政治史 : 1920-30年代
梅田定宏-大西比
呂志

日本経済評論社 2002 9784818814578 社会科学 社会

1027 中国の人治社会 : もうひとつの文明として 首藤明和 日本経済評論社 2003 9784818814714 社会科学 社会

1028 近代日本都市史研究 : 地方都市からの再構成
金澤史男-大石嘉
一郎

日本経済評論社 2003 9784818814967 社会科学 社会

1029 イギリス都市史研究 : 都市と地域

東北大学経済史・
経営史研究会.-イ
ギリス都市・農村共
同体研究会.

日本経済評論社 2004 9784818815735 社会科学 社会

1030 「全方位外交」の時代 : 冷戦変容期の日本とアジア 1971-80年 若月秀和 日本経済評論社 2006 9784818818132 社会科学 社会

1031 近代ドイツの農村社会と下層民 平井進 日本経済評論社 2007 9784818819139 社会科学 社会

1032 シティズンシップと多文化国家 : オーストラリアから読み解く 飯笹佐代子. 日本経済評論社 2007 9784818819245 社会科学 社会

1033 都市モデル論序說 竹內光博 日本経済評論社 2007 9784818819580 社会科学 社会
1034 市民的地域社会の展開 檜槇貢. 日本経済評論社 2008 9784818820265 社会科学 社会
1035 ヴェーバー経済社会学への接近 小林純 日本経済評論社 2010 9784818820937 社会科学 社会

1036 英語で知るアメリカ―8 つのテーマで超大国の実情に迫る― 杉田米行 大学教育出版 2013 9784864292313 社会科学 社会

1037 アメリカを知るための１８章―超大国を読み解く― 杉田米行 大学教育出版 2013 9784864292375 社会科学 社会

1038 社会学で解く現代アメリカ 山元里美 大学教育出版 2013 9784864292405 社会科学 社会

1039 カウンターカルチャーのアメリカ : 希望と失望の1960年代 竹林修一 大学教育出版 2014 9784864292580 社会科学 社会

1040 大統領の演説と現代アメリカ社会 花木亨 大学教育出版 2015 9784864293853 社会科学 社会
1041 文化政策学入門 根木昭 水曜社 2010 9784880652306 社会科学 社会

1042 固有価値の地域観光論 : 京都の文化政策と市民による観光創造 富本真理子. 水曜社 2011 9784880652566 社会科学 社会

1043 明るいトランスジェンダー生活 佐倉智美 トランスビュー 2004 9784901510271 社会科学 社会

1044 権力の系譜学 : フーコー以後の政治理論に向けて 杉田敦 岩波書店 1998 9784000006521 社会科学 政治･行政

1045 近衛新体制と大政翼賛会 赤木須留喜 岩波書店 1984 9784000007887 社会科学 政治･行政
1046 日本古代官僚制の研究 早川庄八 岩波書店 1986 9784000016575 社会科学 政治･行政
1047 境界線の政治学 杉田敦 岩波書店 2005 9784000225359 社会科学 政治･行政

1048 近代日中関係史年表 : 1799-1949
近代日中関係史年
表編集委員会.

岩波書店 2006 9784000225373 社会科学 政治･行政

1049 政治と複数性 : 民主的な公共性にむけて 齋藤純一 岩波書店 2008 9784000236782 社会科学 政治･行政

1050 政治への想像力 杉田敦 岩波書店 2009 9784000236799 社会科学 政治･行政



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 34/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

1051 国家建設と民族自救 : 国民革命・国共分裂から一致抗日へ
光田剛-中村元哉-
村田雄二郎-野村
浩一-近藤邦康

岩波書店 2010 9784000282253 社会科学 政治･行政

1052 国家と人間と公共性 : State, man and publicness 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034159 社会科学 政治･行政

1053
自治から考える公共性 : Publicness from the perspective of self-
governance

金泰昌.-小林正弥-
西尾勝-京都フォー
ラム.

東京大学出版会 2004 9784130034319 社会科学 政治･行政

1054 増訂鎌倉幕府守護制度の研究 : 諸国守護沿革考証編 佐藤進一 東京大学出版会 1971 9784130200271 社会科学 政治･行政

1055 北朝鮮の人権問題にどう向きあうか 小川晴久 大月書店 2014 9784272211098 社会科学 政治･行政

1056 日韓基本条約が置き去りにしたもの：植民地責任と真の友好 吉岡吉典 大月書店 2014 9784272521036 社会科学 政治･行政

1057 近代天皇制権力の創出 平田哲男 大月書店 2014 9784272521043 社会科学 政治･行政
1058 北一輝 長谷川義記 紀伊國屋書店 1994 9784314006682 社会科学 政治･行政
1059 日本とロシア : 両国交涉の源流 高野明 紀伊國屋書店 1994 9784314006750 社会科学 政治･行政
1060 ナショナリズム : その神話と論理 橋川文三 紀伊國屋書店 2005 9784314009843 社会科学 政治･行政
1061 コミュニタリアニズムの世界 菊池理夫, 小林正 勁草書房 2013 9784326102266 社会科学 政治･行政

1062
現場<フィールド>からの平和構築論 : アジア地域の紛争と日本の和平関
与

堀場明子-福武慎
太郎

勁草書房 2013 9784326302222 社会科学 政治･行政

1063 文化浸透の冷戦史：イギリスのプロパガンダと演劇性 齋藤嘉臣 勁草書房 2013 9784326302246 社会科学 政治･行政

1064
パブリック・ガバナンスの政治学 = Political science of the public 
governance

山本啓 勁草書房 2014 9784326302307 社会科学 政治･行政

1065 EUのマクロリージョン : 欧州空間計画と北海・バルト海地域協力 柑本英雄 勁草書房 2014 9784326302345 社会科学 政治･行政

1066 国家論大綱．第２巻 滝村隆一 勁草書房 2014 9784326302369 社会科学 政治･行政

1067 権力と平和の模索：国際関係史の理論と現実
ハリー・ヒンズリー
佐藤恭三 訳

勁草書房 2015 9784326302376 社会科学 政治･行政

1068 比較政治学入門 岩崎正洋 勁草書房 2015 9784326302383 社会科学 政治･行政

1069 デモクラシ－と民族問題：中東欧・バルト諸国の比較政治分析 中井遼 勁草書房 2015 9784326302390 社会科学 政治･行政

1070
満洲国留日学生の日中関係史：満洲事変・日中戦争から戦後民間外交
へ

浜口裕子 勁草書房 2015 9784326302437 社会科学 政治･行政

1071 中国ナショナリズムのなかの日本 : 「愛国主義」の変容と歴史認識問題 江藤名保子 勁草書房 2014 9784326348978 社会科学 政治･行政

1072 現代中国地域研究叢書 政論家の矜持 森川裕貫 勁草書房 2015 9784326349005 社会科学 政治･行政

1073
現代中国地域研究叢書 ２０世紀初頭の清朝とドイツ：多元的国際環境下
の双方向性

小池求 勁草書房 2015 9784326349029 社会科学 政治･行政

1074
現代中国地域研究叢書 国際社会における日中関係：１９７８～２００１年
の中国外交と日本

兪敏浩 勁草書房 2015 9784326349036 社会科学 政治･行政

1075
現代中国地域研究叢書 文化と国家アイデンティティの構築：関係と中国
外交

上村威 勁草書房 2015 9784326349043 社会科学 政治･行政

1076
アメリカン・イデオロギー : 保守主義運動と政治的分断 = American 
ideology

中山俊宏 勁草書房 2013 9784326351640 社会科学 政治･行政



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 35/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

1077 介入するアメリカ : 理念国家の世界観 = American intervention 中山俊宏 勁草書房 2013 9784326351657 社会科学 政治･行政

1078 アメリカが中国を選ぶ日：覇権国なきアジアの命運
ヒュー・ホワイト
徳川家広 訳

勁草書房 2014 9784326351664 社会科学 政治･行政

1079 議会の進化：立憲的民主統治の完成へ

ロジャー・D・コング
ルトン
横山彰, 西川雅史 
監訳

勁草書房 2015 9784326504169 社会科学 政治･行政

1080 国内避難民の国際的保護 : 越境する人道行動の可能性と限界 墓田桂 勁草書房 2015 9784326602865 社会科学 政治･行政

1081 民主主義の「危機」 : 国際比較調査からみる市民意識 田辺俊介 勁草書房 2014 9784326653904 社会科学 政治･行政

1082 連携と離反の東アジア：アジア比較社会研究のフロンティア３ 園田茂人 勁草書房 2015 9784326653928 社会科学 政治･行政

1083 環境政策の国際化 宮本憲一 実教出版 1995 9784407029666 社会科学 政治･行政
1084 自治体評価の戦略 田中啓 東洋経済新報社 2014 9784492212158 社会科学 政治･行政

1085 地方が元気になる　自治体経営を変える改善運動 元吉由紀子 東洋経済新報社 2015 9784492212219 社会科学 政治･行政

1086 ドイツ統一と公企業の民営化 : 国鉄改革の日独比較
桜井徹-儀我壮一
郎

同文館出版 1996 9784495360818 社会科学 政治･行政

1087 都市政府のマネジメント 吉田民雄. 中央経済社 2003 9784502366604 社会科学 政治･行政
1088 現代公共政策の経済分析 三浦功-細江守紀 中央経済社 2005 9784502654404 社会科学 政治･行政
1089 公共政策のための政策評価手法 伊多波良雄. 中央経済社 2009 9784502664908 社会科学 政治･行政
1090 鹿鳴館 : 擬西洋化の世界 富田仁 白水社 1984 9784560039649 社会科学 政治･行政
1091 戦略的協働の経営 後藤祐一 白桃書房 2013 9784561265894 社会科学 政治･行政
1092 昭和憲兵史 大谷敬二郎 みすず書房 1979 9784622017530 社会科学 政治･行政
1093 ゾルゲ事件 : 1 小尾俊人 みすず書房 1962 9784622026013 社会科学 政治･行政
1094 ゾルゲ事件 : 2 小尾俊人 みすず書房 2004 9784622026020 社会科学 政治･行政
1095 ゾルゲ事件 : 3 小尾俊人 みすず書房 1962 9784622026037 社会科学 政治･行政
1096 国家主義運動 : 1 高橋正衛-今井清 みすず書房 1963 9784622026044 社会科学 政治･行政
1097 国家主義運動 : 2 高橋正衛 みすず書房 2004 9784622026051 社会科学 政治･行政
1098 社会主義運動 : 1 山辺健太郎 みすず書房 1964 9784622026143 社会科学 政治･行政
1099 社会主義運動 : 2 山辺健太郎 みすず書房 1965 9784622026150 社会科学 政治･行政
1100 社会主義運動 : 3 山辺健太郎. みすず書房 1965 9784622026167 社会科学 政治･行政
1101 社会主義運動 : 4 山辺健太郎. みすず書房 1966 9784622026174 社会科学 政治･行政
1102 社会主義運動 : 5 山辺健太郎. みすず書房 1966 9784622026181 社会科学 政治･行政
1103 社会主義運動 : 6 山辺健太郎. みすず書房 1967 9784622026198 社会科学 政治･行政
1104 社会主義運動 : 7 山辺健太郎. みすず書房 1968 9784622026204 社会科学 政治･行政
1105 国家主義運動 : 3 高橋正衛. みすず書房 2004 9784622026235 社会科学 政治･行政
1106 ゾルゲ事件 : 4 石堂清倫. みすず書房 2004 9784622026242 社会科学 政治･行政
1107 大本営 稲葉正夫. みすず書房 1967 9784622026372 社会科学 政治･行政
1108 国家総動員. 原朗.-中村隆英. みすず書房 1970 9784622026433 社会科学 政治･行政
1109 国家総動員. 今井清一.-伊藤隆. みすず書房 1974 9784622026440 社会科学 政治･行政
1110 海軍 : 加藤寬治日記 加藤寬治-伊藤隆 みすず書房 1994 9784622026556 社会科学 政治･行政
1111 軍事警察 : 憲兵と軍法会議 高橋正衛. みすず書房 1982 9784622026563 社会科学 政治･行政

1112 自由と陶冶 : J.S. ミルと マス・ デモクラシー 関口正司 みすず書房 1989 9784622030379 社会科学 政治･行政

1113 ベルンシュタイン : 亡命と世紀末の思想 亀嶋庸一 みすず書房 1995 9784622036500 社会科学 政治･行政
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1114 人権宣言論争 : イェリネック対ブトミー
初宿正典-Jellinek, 
Georg

みすず書房 1995 9784622036524 社会科学 政治･行政

1115 大戦間期の日本陸軍 黒沢文貴 みすず書房 2000 9784622036548 社会科学 政治･行政
1116 政治的なものの槪念 Schmitt, Carl 未來社 1970 9784624300128 社会科学 政治･行政
1117 政治神学 Schmitt, Carl 未來社 1971 9784624300135 社会科学 政治･行政

1118 政治的ロマン主義
Schmitt, Carl-橋川
文三.

未來社 1982 9784624300371 社会科学 政治･行政

1119 独裁 : 近代主権論の起源からプロレタリア階級闘争まで
Schmitt, Carl-原田
武雄-田中浩

未來社 1991 9784624300708 社会科学 政治･行政

1120 カール・シュミット : 魔性の政治学 田中浩 未來社 1992 9784624300746 社会科学 政治･行政
1121 現代政治の思想と行動 丸山眞男 未來社 2006 9784624301033 社会科学 政治･行政

1122 思想学事始め : 戦後社会科学形成史の一断面 田中浩 未來社 2006 9784624301040 社会科学 政治･行政

1123 幻視のなかの政治 埴谷雄高 未來社 2001 9784624934279 社会科学 政治･行政

1124 学としての国際政治 : Theoretical perspectives on international politics
飯田敬輔.-中西寬-
田中明彦-日本国
際政治学会.

有斐閣 2009 9784641010260 社会科学 政治･行政

1125 国境なき国際政治 : International politics beyond borders
石田淳-古城佳子-
大芝亮-日本国際
政治学会.

有斐閣 2009 9784641010277 社会科学 政治･行政

1126 地域から見た国際政治 : Area studies and international politics
遠藤貢.-酒井啓
子.-国分良成-日本
国際政治学会.

有斐閣 2009 9784641010284 社会科学 政治･行政

1127 歴史の中の国際政治 : Historical approaches to international politics
細谷雄一-田中孝
彦-李鍾元-日本国
際政治学会.

有斐閣 2009 9784641010291 社会科学 政治･行政

1128 法治国家観の展開：法治主義の普遍化的近代化と現代化 高田敏 有斐閣 2013 9784641131286 社会科学 政治･行政

1129
条文解説(ミニコンメンタール)公文書管理法：行政情報２法のポイントとと
もに

藤原静雄, 七條浩
二

有斐閣 2013 9784641131569 社会科学 政治･行政

1130 Ｑ＆Ａ番号法 (Ｊｕｒｉｓｔ　ｂｏｏｋｓ) 水町雅子 有斐閣 2014 9784641131613 社会科学 政治･行政

1131 政党内閣制の展開と崩壊　一九二七～三六年 村井良太 有斐閣 2014 9784641149021 社会科学 政治･行政

1132 安全保障の国際政治学：焦りと傲り［第二版］ 土山實男 有斐閣 2014 9784641149038 社会科学 政治･行政

1133 原因を推論する：政治分析方法論のすゝめ 久米郁男 有斐閣 2013 9784641149076 社会科学 政治･行政

1134 外交 : 多文明時代の対話と交涉 細谷雄一 有斐閣 2007 9784641178014 社会科学 政治･行政

1135 冷戦 : アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い 佐々木卓也 有斐閣 2011 9784641178069 社会科学 政治･行政

1136 明治国家の形成 大久保利謙 吉川弘文館 1986 9784642041737 社会科学 政治･行政
1137 郡司及び釆女制度の研究 磯貝正義 吉川弘文館 1978 9784642042253 社会科学 政治･行政
1138 律令官人制の研究 野村忠夫 吉川弘文館 1978 9784642042260 社会科学 政治･行政
1139 古代対外関係史の研究 鈴木靖民 吉川弘文館 1985 9784642042284 社会科学 政治･行政
1140 昭和戦中期の総合国策機関 古川隆久 吉川弘文館 1992 9784642042581 社会科学 政治･行政

1141 大久保利通と東アジア：国家構想と外交戦略（歴史文化ライブラリ－） 勝田政治 吉川弘文館 2016 9784642058193 社会科学 政治･行政

1142 戦後日本の対外文化政策―1952年から72年における再編成の模索 牟倫海 早稲田大学出版部 2016 9784657167019 社会科学 政治･行政
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1143 グローバルプレイヤーとしての日本 北岡伸一 NTT出版 2010 9784757140929 社会科学 政治･行政
1144 アジアのなかの日本 田中明彦 NTT出版 2007 9784757140936 社会科学 政治･行政

1145 政局から政策へ : 日本政治の成熟と転換 飯尾潤 NTT出版 2008 9784757140943 社会科学 政治･行政

1146 アジア主義思想と現代 長谷川雄一 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421309 社会科学 政治･行政
1147 入門講義キリスト教と政治 田上雅徳 慶應義塾大学出版会 2015 9784766421835 社会科学 政治･行政

1148 韓国知識人との対話．１ 日韓の未来をつくる 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422269 社会科学 政治･行政

1149 韓国知識人との対話．２　米中の狭間を生きる 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422276 社会科学 政治･行政

1150 被爆者はなぜ待てないか : 核/原子力の戦後史 奥田博子 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422337 社会科学 政治･行政

1151 国連と帝国：世界秩序をめぐる攻防の２０世紀
マーク・マゾワー
池田年穂 訳

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422436 社会科学 政治･行政

1152 戦後アジア・ヨ－ロッパ関係史：冷戦・脱植民地化・地域主義 細谷雄一 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422894 社会科学 政治･行政

1153 「近代の超克」とは何か 子安宣邦 青土社 2008 9784791764105 社会科学 政治･行政
1154 帝国の手先 : ヨーロッパ膨張と技術 Headrick, Daniel R. 日本経済評論社 1989 9784818803213 社会科学 政治･行政

1155 政治的なるものの再興 : The return of the political
Mouffe, Chantal.-千
葉真

日本経済評論社 1998 9784818809765 社会科学 政治･行政

1156 政治と政治学のあいだ 内山秀夫 日本経済評論社 1998 9784818810259 社会科学 政治･行政
1157 日本政党成立史序說 渡辺隆喜 日本経済評論社 2007 9784818810372 社会科学 政治･行政
1158 F.A. ハイエクの研究 江頭進. 日本経済評論社 1999 9784818810914 社会科学 政治･行政

1159 政治の発見
Bauman, Zygmunt-
中道寿一

日本経済評論社 2002 9784818814349 社会科学 政治･行政

1160 日本海軍火薬工業史の研究 小池重喜 日本経済評論社 2003 9784818814707 社会科学 政治･行政

1161 帝国の誕生 : ブリテン帝国のイデオロギー的起源
Armitage, David-平
田雅博

日本経済評論社 2005 9784818817630 社会科学 政治･行政

1162 ヨーロッパ統合と国際関係 木畑洋一 日本経済評論社 2005 9784818817982 社会科学 政治･行政

1163 アイデンティティの政治学
Kenny, Michael.-藤
原孝

日本経済評論社 2005 9784818818057 社会科学 政治･行政

1164 現代ヨーロッパの社会経済政策 : その形成と展開 秋富創.-広田功 日本経済評論社 2006 9784818818538 社会科学 政治･行政

1165 新明正道時評集 新明正道-山本鎭 日本経済評論社 2007 9784818818552 社会科学 政治･行政
1166 民族の基層 內山秀夫 日本経済評論社 2006 9784818818576 社会科学 政治･行政

1167 文化と国防 : 戦後日本の警察と軍隊
Katzenstein, Peter 
J.-有賀誠

日本経済評論社 2007 9784818819177 社会科学 政治･行政

1168 国際理論 : 三つの伝統
Wight, Martin.-佐藤
誠

日本経済評論社 2007 9784818819405 社会科学 政治･行政

1169 政策科学の挑戦 : 政策科学と総合政策学 中道寿一 日本経済評論社 2008 9784818819962 社会科学 政治･行政

1170 シティズンシップ論の射程 山田竜作-藤原孝 日本経済評論社 2010 9784818821019 社会科学 政治･行政

1171
わが町はいかにして先進自治体となったか : 交響する地域自治と生活保
障

大本圭野 日本経済評論社 2012 9784818822023 社会科学 政治･行政

1172 自治会・町内会の経営学：２１世紀の住民自治発展のために 石栗伸郎 文眞堂 2016 9784830949012 社会科学 政治･行政

1173 アメリカ政治史の基本：植民地時代からオバマ大統領、沖縄問題まで 向井洋子 大学教育出版 2011 9784864290913 社会科学 政治･行政

1174 トマス・ジェファソン伝記事典 西川秀和 大学教育出版 2014 9784864291729 社会科学 政治･行政
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1175 ジェ－ムズ・マディソン伝記事典 西川秀和 大学教育出版 2016 9784864291736 社会科学 政治･行政

1176 ハンス・Ｊ・モーゲンソーの国際政治思想 宮下豊 大学教育出版 2012 9784864291897 社会科学 政治･行政

1177 英語と日米比較で学ぶアメリカ政治
山岸敬和, Michael 
Callaghan Pisapia

大学教育出版 2013 9784864292009 社会科学 政治･行政

1178 Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓ：ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎ
Takeuchi Toshitaka 
(ed.)

大学教育出版 2013 9784864292382 社会科学 政治･行政

1179 米国のラティーノ 三吉美加 大学教育出版 2014 9784864292627 社会科学 政治･行政

1180
戦後アメリカの対日政策と日本の技術再興：日本のテレビジョン放送・原
子力導入と柴田秀利

奥田謙造 大学教育出版 2015 9784864293419 社会科学 政治･行政

1181 第二次世界大戦の遺産：アメリカ合衆国 杉田米行 大学教育出版 2015 9784864293808 社会科学 政治･行政

1182 紛争解決学入門 ―理論と実践をつなぐ分析視角と思考法―
上杉勇司, 長谷川
晋

大学教育出版 2016 9784864293860 社会科学 政治･行政

1183 ポスト・オバマのアメリカ 山岸敬和, 西川賢 大学教育出版 2016 9784864293983 社会科学 政治･行政

1184 吉沢清次郎 : 内政史研究会談話速記錄
吉沢清次郎-渡辺
昭夫-内政史研究

現代史料出版 2008 9784877851613 社会科学 政治･行政

1185 鈴木九萬 : 内政史研究会談話速記錄
鈴木九萬-天川晃-
内政史研究会.

現代史料出版 2008 9784877851620 社会科学 政治･行政

1186 パレスチナの政治文化：民主化途上地域への計量的アプロ－チ 浜中新吾 大学教育出版 2002 9784887305014 社会科学 政治･行政

1187
マイノリティの権利と普遍的人権槪念の研究 : 多文化的市民権と在日コリ
アン

金泰明 トランスビュー 2004 9784901510202 社会科学 政治･行政

1188 共生社会のための二つの人権論 金泰明 トランスビュー 2006 9784901510370 社会科学 政治･行政

1189 法律から考える公共性 : Publicness from the perspective of law
金泰昌.-長谷部恭
男-京都フォーラム.

東京大学出版会 2004 9784130034326 社会科学 法律

1190
クラウド産業論 : 流動化するプラットフォーム・ビジネスにおける競争と規
制 = Cloud computing

林秀弥-岡田羊祐 勁草書房 2014 9784326402892 社会科学 法律

1191 個人情報保護法の現在と未来 : 世界的潮流と日本の将来像 石井夏生利 勁草書房 2014 9784326402953 社会科学 法律

1192 現代日本民法の基礎を問う：笑うケ－スメソッド 木庭顕 勁草書房 2015 9784326402977 社会科学 法律

1193 概説イギリス憲法：由来・展開そしてＥＵ法との相克 加藤紘捷 勁草書房 2015 9784326402984 社会科学 法律

1194 日本人から見た裁判員制度 松村良之　ほか 勁草書房 2015 9784326402991 社会科学 法律

1195 日本における司法消極主義と積極主義：憲法訴訟の軌跡と展望．１ 中谷実 勁草書房 2015 9784326403004 社会科学 法律

1196 「通信の秘密不可侵」の法理：ネットワ－ク社会における法解釈と実践 海野敦史 勁草書房 2015 9784326403011 社会科学 法律

1197 契約の法務 喜多村勝德 勁草書房 2015 9784326403080 社会科学 法律
1198 民法基本判例集 遠藤浩, 川井健 勁草書房 2014 9784326451036 社会科学 法律
1199 比較法ハンドブック 五十嵐清 勁草書房 2015 9784326451043 社会科学 法律
1200 明史刑法志索引 野口鐵郎. 国書刊行会 1981 9784336014061 社会科学 法律

1201
環境基本法を考える : JEC 主催專門家・市民シンポジウムの記錄および
関係資料集

Japan.-日本環境会
議.

実教出版 1994 9784407029512 社会科学 法律

1202 地球環境と国際法 磯崎博司 実教出版 1995 9784407029611 社会科学 法律
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1203 知的所有と文化経済学 : 知的財産権文化が変革する現代経済 池上惇-中谷武雄 実教出版 2004 9784407302547 社会科学 法律

1204 法人稅法の研究 : The study of corporate tax law 河野惟隆 税務経理協会 2009 9784419053277 社会科学 法律

1205 ファンダメンタル法学・憲法 : Fundamental law, constitution
新田浩司-金光寬
之

税務経理協会 2013 9784419059583 社会科学 法律

1206 資本主義という病：ピケティに欠けている株式会社という視点 奥村宏 東洋経済新報社 2015 9784492314623 社会科学 法律

1207 製造物責任の基礎的研究 中村弘 同文館出版 1995 9784495462215 社会科学 法律
1208 船荷証券と傭船契約書 : 貿易実務 浜谷源蔵. 同文館出版 1968 9784495670405 社会科学 法律

1209 ユビキタス時代の著作権管理技術 : DRM とコンテンツ流通.
今井秀樹.-五十嵐
達治.

東京電機大学出版局 2006 9784501541804 社会科学 法律

1210 新会社法と中小会社会計 : Corporate law & accounting 武田隆二. 中央経済社 2006 9784502260506 社会科学 法律

1211 最適課稅と環境稅の経済分析
鎌苅宏司.-村田安
雄.

中央経済社 2005 9784502656200 社会科学 法律
1212 新会社法が求める内部統制とその開示 長谷川俊明 中央経済社 2006 9784502939907 社会科学 法律

1213
知的財産の経済・経営分析入門 : 特許技術・研究開発の経済的・経営的
価値評価 = Intellectual property

石井康之 白桃書房 2009 9784561245049 社会科学 法律

1214
発明の保護と市場優位 : プロパテントからプロイノベーションへ = Gaining 
competitive advantage through protection of invention

佐藤辰彦 白桃書房 2009 9784561265160 社会科学 法律

1215
法と経済学企業組織論に係る分析手法の研究 : 財産権, 取引コスト, エー
ジェンシー コスト, コースの定理の関連性 = Law and economics

中村竜哉 白桃書房 2010 9784561860457 社会科学 法律

1216 マス・メディア統制. 内川芳美 みすず書房 1973 9784622026402 社会科学 法律
1217 マス・メディア統制. 内川芳美. みすず書房 1975 9784622026419 社会科学 法律
1218 思想統制 掛川トミ子. みすず書房 1976 9784622026426 社会科学 法律
1219 治安維持法 奥平康弘. みすず書房 1973 9784622026457 社会科学 法律

1220 ヘイト・スピーチという危害
Waldron, Jeremy-
谷澤正嗣-川岸令

みすず書房 2015 9784622078739 社会科学 法律

1221 変わる社会変わる保育 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2003 9784623038282 社会科学 法律

1222 保育, 福祉, 教育をめぐる近年の施策と法制化 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623040575 社会科学 法律

1223 法制化とコミュニケイション的行為 : ハーバーマス・シンポジウム
Hubricht, Manfred.-
河上倫逸

未來社 1987 9784624010850 社会科学 法律

1224 社会システム論と法の歴史と現在 : ルーマン・シンポジウム 河上倫逸 未來社 1991 9784624011024 社会科学 法律

1225 大統領の独裁 : 付, 憲法の番人 (1929年版)
Schmitt, Carl-原田
武雄-田中浩

未來社 1974 9784624300166 社会科学 法律

1226 合法性と正当性 : 付, 中性化と非政治化の時代
Schmitt, Carl-原田
武雄-田中浩

未來社 1983 9784624300395 社会科学 法律

1227 法史学者の課題 河上倫逸 未來社 2004 9784624301026 社会科学 法律

1228 ヨーロッパ法と普遍法 : 諸世界システムの共存 河上倫逸 未來社 2009 9784624301101 社会科学 法律

1229 巨人の肩の上で : 法の社会理論と現代 河上倫逸 未來社 1990 9784624932077 社会科学 法律
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1230 ケースブック刑事訴訟法［第4版］
井上正仁, 酒巻匡, 
大澤裕, 川出敏裕, 
堀江慎司

有斐閣 2013 9784641042940 社会科学 法律

1231 入門刑法学・総論 (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ) 井田良 有斐閣 2013 9784641042957 社会科学 法律
1232 入門刑法学・各論 (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ) 井田良 有斐閣 2013 9784641042964 社会科学 法律

1233 事例から刑法を考える［第3版］(法学教室ｌｉｂｒａｒｙ)
島田聡一郎, 小林
憲太郎

有斐閣 2014 9784641042988 社会科学 法律

1234 ポイント国際私法各論［第2版］ 道垣内正人 有斐閣 2014 9784641046672 社会科学 法律
1235 基本国際法［第2版］ 杉原高嶺 有斐閣 2014 9784641046689 社会科学 法律
1236 はじめてのアメリカ法［補訂版］ 樋口範雄 有斐閣 2013 9784641048126 社会科学 法律
1237 刑法（全）［第4版］(有斐閣双書) 藤木英雄 有斐閣 2013 9784641112827 社会科学 法律

1238 法解釈入門：「法的」に考えるための第一歩
山下純司, 島田聡
一郎, 宍戸常寿

有斐閣 2013 9784641125636 社会科学 法律

1239 行政法概説１ 行政法総論［第5版］ 宇賀克也 有斐閣 2013 9784641131460 社会科学 法律
1240 政府の憲法解釈 阪田雅裕 有斐閣 2013 9784641131484 社会科学 法律
1241 行政法１［第2版］ 現代行政過程論 大橋洋一 有斐閣 2013 9784641131514 社会科学 法律
1242 国家作用の本質と体系１ 総則・物権編 仲野武志 有斐閣 2014 9784641131538 社会科学 法律
1243 行政法総論を学ぶ (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ) 曽和俊文 有斐閣 2014 9784641131576 社会科学 法律
1244 憲法講義１［第3版］ 大石眞 有斐閣 2014 9784641131606 社会科学 法律
1245 憲法学再入門 (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ) 木村草太, 西村裕 有斐閣 2014 9784641131620 社会科学 法律
1246 行政法概説２ 行政救済法 ［第5版］ 宇賀克也 有斐閣 2015 9784641131774 社会科学 法律
1247 行政法入門〔第7版〕 藤田宙靖 有斐閣 2016 9784641131958 社会科学 法律

1248 信託法セミナー１ 信託の設定・信託財産
能見善久, 道垣内
弘人

有斐閣 2013 9784641136311 社会科学 法律

1249 民事訴訟における手続運営の理論 三木浩一 有斐閣 2013 9784641136533 社会科学 法律
1250 契約の危殆化と債務不履行 松井和彦 有斐閣 2013 9784641136540 社会科学 法律

1251 重点講義民事訴訟法（上）［第2版補訂版］ 高橋宏志 有斐閣 2013 9784641136557 社会科学 法律

1252 不法行為法における名誉概念の変遷 建部雅 有斐閣 2014 9784641136649 社会科学 法律
1253 信託法［第4版］ 新井誠 有斐閣 2014 9784641136663 社会科学 法律
1254 ライブ争点整理 林道晴, 太田秀哉 有斐閣 2014 9784641136670 社会科学 法律
1255 将来債権譲渡担保と倒産手続 和田勝行 有斐閣 2014 9784641136694 社会科学 法律

1256 事例から民法を考える (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ)
佐久間毅, 曽野裕
夫, 田髙寛貴, 久保
野恵美子

有斐閣 2014 9784641136755 社会科学 法律

1257 刑法各論［第四版］ 斎藤信治 有斐閣 2014 9784641139015 社会科学 法律
1258 刑事法入門［第7版補訂版］ 大谷實 有斐閣 2014 9784641139039 社会科学 法律

1259 民事訴訟法 (有斐閣ストゥディア)
安西明子, 安達栄
司, 村上正子, 畑宏

有斐閣 2014 9784641150072 社会科学 法律

1260
エコノリーガル・スタディーズのすすめ：社会を見通す法学と経済学の複眼
思考

柳川隆, 高橋裕, 大
内伸哉

有斐閣 2014 9784641164321 社会科学 法律

1261 国際私法 (Ｌｅｇａｌ　ｑｕｅｓｔ)
中西康, 北澤安紀, 
横溝大, 林貴美

有斐閣 2014 9784641179127 社会科学 法律

1262 憲法２ 人権 (Ｌｅｇａｌ　ｑｕｅｓｔ)
毛利透, 小泉良幸, 
淺野博宣, 松本哲

有斐閣 2013 9784641179233 社会科学 法律

1263 民事訴訟法［第2版］(有斐閣アルマ)
山本弘, 長谷部由
起子, 松下淳一

有斐閣 2013 9784641220058 社会科学 法律

1264 いちばんやさしい憲法入門［第4版補訂版］(有斐閣アルマ)
初宿正典, 高橋正
俊, 米沢広一, 棟居

有斐閣 2014 9784641220249 社会科学 法律
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1265 はじめての行政法［第３版補訂版］(有斐閣アルマ)
石川敏行, 藤原静
雄, 大貫裕之, 大久
保規子, 下井康史

有斐閣 2015 9784641220553 社会科学 法律

1266 よくわかる稅法入門 : 稅理士・春香のゼミナール 三木義一 有斐閣 – Yuhikaku Publishing Co., Ltd. 2010 9784641281189 社会科学 法律

1267 近世海難救助制度の研究 金指正三. 吉川弘文館 2013 9784642042543 社会科学 法律
1268 律令制と正倉院の研究 柳雄太郎 吉川弘文館 2015 9784642046176 社会科学 法律
1269 前漢国家構造の研究 楯身智志 早稲田大学出版部 2016 9784657167026 社会科学 法律

1270 情報の私有・共有・公有 : ユーザーからみた著作権 名和小太郎 NTT出版 2006 9784757101890 社会科学 法律

1271 裁判と社会 : 司法の「常識」再考
Foote, Daniel H.-
Tamaruya, 

NTT出版 2006 9784757140950 社会科学 法律

1272 宋代民事法の世界 青木敦 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421606 社会科学 法律
1273 災害復興法学 岡本正 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421637 社会科学 法律
1274 大正期日本法学とスイス法 小沢奈々 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422016 社会科学 法律

1275 民事法実務の理論研究． 倒産法実務の理論研究 岡伸浩 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422184 社会科学 法律

1276 新世紀民法学の構築：民と民との法を求めて 池田真朗 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422238 社会科学 法律

1277 特別刑法入門：刑事法実務の基礎知識 安冨潔 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422788 社会科学 法律
1278 明治初期伺・指令裁判体制の一掬 霞信彦 慶應義塾大学出版会 2016 9784766422948 社会科学 法律
1279 アメリカ連結会計生成史論 小栗崇資 日本経済評論社 2002 9784818814028 社会科学 法律

1280 ヨーロッパ統合の社会史 : 背景・論理・展望
広田功-永岑三千
輝

日本経済評論社 2004 9784818815773 社会科学 法律

1281 自由民権の再発見 田崎公司-安在邦 日本経済評論社 2006 9784818818026 社会科学 法律
1282 日本近代法学の摇籃と明治法律学校 村上一博 日本経済評論社 2007 9784818819306 社会科学 法律
1283 尾佐竹猛研究 明治大学. 日本経済評論社 2007 9784818819603 社会科学 法律

1284 日本近代法学の先達岸本辰雄論文選集
岸本辰雄-村上一
博

日本経済評論社 2008 9784818820210 社会科学 法律

1285 親の懲戒権はいかに形成されたか : 明治民法編纂過程からみる 小口恵巳子 日本経済評論社 2009 9784818820302 社会科学 法律

1286 戦後司法制度の経済学的分析 : 「小さな司法」とそれからの転換 木下富夫 日本経済評論社 2010 9784818821194 社会科学 法律

1287 やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方 小林成光. 文眞堂 2010 9784830946615 社会科学 法律

1288 世界の法律情報：グロ－バル・リ－ガル・リサ－チ
阿部博友, 小林成
光, 高田寛, 高橋均, 
平野温郎

文眞堂 2016 9784830948787 社会科学 法律

1289 獄務要書 小河滋次郎 慧文社 2016 9784863301627 社会科学 法律
1290 ひしがれたる者の呻き 原胤昭 慧文社 2016 9784863301641 社会科学 法律

1291 憲法13条解釈をどうやって客観化するか 早瀬勝明 大学教育出版 2011 9784864290470 社会科学 法律

1292 改訂第二版 日本国憲法概論 西浦公 大学教育出版 2015 9784864293723 社会科学 法律
1293 テキスト法学［第３版］ 中西俊二 大学教育出版 2015 9784864293730 社会科学 法律
1294 テキスト日本国憲法［第３版］ 中西俊二 大学教育出版 2015 9784864293747 社会科学 法律

1295 文化政策の法的基盤 : 文化芸術振興基本法と文化振興条例 根木, 昭 水曜社 2003 9784880651156 社会科学 法律

1296 文化的景観を評価する : 世界遺産富山県五箇山合掌造り集落の事例 垣内恵美子 水曜社 2005 9784880651439 社会科学 法律
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1297 文化行政法の展開 : 文化政策の一般法原理 根木昭 水曜社 2005 9784880651491 社会科学 法律

1298 ローマ債権法講義
ゲオルク・クリンゲ
ンベルク
瀧澤栄治 訳

大学教育出版 2001 9784887304505 社会科学 法律

1299 国際契約法 井原宏 大学教育出版 2006 9784887307131 社会科学 法律

1300 法と経済の心理学―紛争回避の新たなアプローチ― 立石孝夫 大学教育出版 2007 9784887307681 社会科学 法律

1301 行政法理の研究 岡田春男 大学教育出版 2008 9784887308688 社会科学 法律
1302 アジアの法整備と法発展 金子由芳 大学教育出版 2010 9784887309784 社会科学 法律
1303 経済学と歴史認識 平田淸明 岩波書店 1971 9784000004923 社会科学 経済
1304 古典派経済学と近代経済学 根岸隆 岩波書店 1981 9784000007757 社会科学 経済
1305 所有という神話 : 市場経済の倫理学 大庭健 岩波書店 2004 9784000233965 社会科学 経済

1306 経済からみた公私問題 : Public and private in economy 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034166 社会科学 経済

1307 科学技術と公共性 : Publicness in science and technology 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034180 社会科学 経済

1308 近代中国の国際的契機 : 朝貢貿易システムと近代アジア 浜下武志 東京大学出版会 1990 9784130210522 社会科学 経済

1309 自然保護ハンドブック 沼田真 朝倉書店 1998 9784254101492 社会科学 経済

1310 賃労働と資本(マルクス・フォ－・ビギナ－) マルクス 大月書店 2009 9784272005338 社会科学 経済

1311 賃金・価格・利潤(マルクス・フォ－・ビギナ－) マルクス 大月書店 2009 9784272005345 社会科学 経済

1312 これならわかる金融経済　第３版 大月書店 2013 9784272111190 社会科学 経済
1313 農業・食料問題入門 田代洋一 大月書店 2015 9784272140602 社会科学 経済
1314 44の例題で学ぶ計量経済学 唐渡広志 オーム社 2013 9784274069314 社会科学 経済
1315 ハイテクと日本の未来 神沼二真 紀伊國屋書店 1992 9784314005906 社会科学 経済
1316 幕末の社会史 : 徳川幕藩制と庶民 工藤恭吉 紀伊國屋書店 1994 9784314006613 社会科学 経済

1317 マルクス主義とユートピア : 初期マルクス主義とフランス社会主義 坂本慶一 紀伊國屋書店 1994 9784314006729 社会科学 経済

1318 日本の農本主義 綱沢満昭 紀伊國屋書店 1994 9784314006743 社会科学 経済
1319 出稼ぎの経済学 大川健嗣 紀伊國屋書店 1994 9784314006798 社会科学 経済
1320 富国有徳論 川勝平太 紀伊國屋書店 1995 9784314006910 社会科学 経済

1321
ハイエクの経済思想 : 自由な社会の未来像 = Hayek's economic thought 
: the future of liberal society

吉野裕介 勁草書房 2014 9784326102327 社会科学 経済

1322 マーシャル 馬場啓之助 勁草書房 1982 9784326198252 社会科学 経済

1323
ニュ－カマ－の子どもと移民コミュニティ：第二世代のエスニックアイデン
ティティ

三浦綾希子 勁草書房 2015 9784326251025 社会科学 経済

1324 開発政治学の展開：途上国開発戦略におけるガバナンス 木村宏恒　ほか 勁草書房 2013 9784326302253 社会科学 経済

1325 中国トウモロコシ産業の展開過程 張馨元 勁草書房 2014 9784326348985 社会科学 経済
1326 途上国の旅：開発政策のナラティブ 浅沼信爾, 小浜裕 勁草書房 2013 9784326503865 社会科学 経済

1327 アロ－の不可能性定理：枠組みの検討と応用可能性 松本保美 勁草書房 2013 9784326503872 社会科学 経済

1328 国際金融・経済成長理論の基礎 大瀧雅之 勁草書房 2013 9784326503896 社会科学 経済



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 43/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

1329 応用経済学シリ－ズ ベ－シック応用経済学 福重元嗣　ほか 勁草書房 2015 9784326504077 社会科学 経済

1330 応用経済学シリ－ズ トピックス応用経済学．１ 貿易，地域，産業，企業 勁草書房 2015 9784326504084 社会科学 経済

1331
応用経済学シリ－ズ トピックス応用経済学．２ 財政，公共政策，イノベ－
ション，経済成長

勁草書房 2015 9784326504091 社会科学 経済

1332 日本の地域金融機関経営：営業地盤変化への対応 堀江康熙 勁草書房 2015 9784326504107 社会科学 経済

1333 金融危機とバ－ゼル規制の経済学：リスク管理から見る金融システム 宮内惇至 勁草書房 2015 9784326504114 社会科学 経済

1334 技術と所得分配のマクロ経済学 大住康之 勁草書房 2015 9784326504121 社会科学 経済
1335 日本経済思想史：江戸から昭和 川口浩　ほか 勁草書房 2015 9784326504138 社会科学 経済

1336 現代の国際金融を学ぶ：理論・実務・現実問題 中條誠一 勁草書房 2015 9784326504145 社会科学 経済

1337 開発経済学の挑戦 ＩＭＦ改革と通貨危機の理論：アジア通貨危機の宿題 国宗浩三 勁草書房 2013 9784326546046 社会科学 経済

1338
開発経済学の挑戦 金融システム改革と東南アジア：長期趨勢と企業金融
の実証分析

三重野文晴 勁草書房 2015 9784326546053 社会科学 経済

1339 デニス・ロバ－トソン 経済学の偉大な思想家たち
ゴードン・フレッ
チャー

勁草書房 2015 9784326598922 社会科学 経済

1340 就労支援を問い直す : 自治体と地域の取り組み
本田由紀-櫻井純
理-筒井美紀

勁草書房 2014 9784326602667 社会科学 経済

1341 不妊治療とキャリア継続 乙部由子 勁草書房 2015 9784326602834 社会科学 経済

1342 なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業の再生産を超えて 山根純佳 勁草書房 2010 9784326653522 社会科学 経済

1343 職務格差 : 女性の活躍推進を阻む要因はなにか 大槻奈巳 勁草書房 2015 9784326653966 社会科学 経済

1344 エネルギー施設工学 狩野鍄一.-石井淸 コロナ社 1987 9784339050592 社会科学 経済
1345 日本財政論 池上惇 実教出版 2000 9784407028003 社会科学 経済

1346 新時代の経済学入門 : A guide for economics of the new age 経済学敎育学会. 実教出版 1998 9784407028010 社会科学 経済

1347 日本経済の基本問題 : 事例で学ぶ敎養経済
折笠和文-熊田喜
三男-釜賀雅史

実教出版 1998 9784407028027 社会科学 経済

1348 IT 時代のマクロ経済学 浅利一郎 実教出版 2001 9784407028133 社会科学 経済

1349
自然と人との共生を考える : ラムサール条約と世界遺産条約の求めるも
の

加藤陸奥雄 実教出版 1994 9784407029550 社会科学 経済

1350 エネルギ機械
渡部一郎.-岡野修
一.-笠原英司.

実教出版 1998 9784407031607 社会科学 経済

1351 環境展望. : サステイナブル社会への日本の選択
「環境展望」編集委
員会.-日本科学者

実教出版 2003 9784407303537 社会科学 経済

1352 環境展望. : サステイナブル社会への日本の選択
「環境展望」編集委
員会.-日本科学者

実教出版 2005 9784407308105 社会科学 経済

1353 国際協力国際交流ハンドブック : 基礎から実践へ 浅野英一 実教出版 2005 9784407308297 社会科学 経済

1354 ベンチャービジネス論
文能照之.-石木慎
一.-太田一樹-池田
潔

実教出版 2007 9784407310771 社会科学 経済
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1355 国際化時代のマクロ経済 吟谷泰裕. 実教出版 2006 9784407310788 社会科学 経済

1356 経済系のための情報活用 : Excel lによる経済統計分析
岡部桂史.-田浦
元.-藤原新.-菊地
進.-岩崎俊夫

実教出版 2007 9784407310832 社会科学 経済

1357 企業の本質 周佐喜和. 実教出版 2009 9784407316179 社会科学 経済

1358 現代企業論
足立光生.-中条良
美.-関智宏

実教出版 2008 9784407316223 社会科学 経済

1359 入門ミクロ経済学 : これだけはおさえたい経済学のエッセンス 小林弘明. 実教出版 2008 9784407316537 社会科学 経済

1360 経済系のための情報活用 : Excel 2007
岡部桂史.-田浦
元.-藤原新.-菊地
進.-岩崎俊夫

実教出版 2009 9784407318319 社会科学 経済

1361 入門マクロ経済学 : 大きくつかむ経済学のエッセンス 小林弘明 実教出版 2010 9784407319903 社会科学 経済

1362 経済系のための情報処理
菊地進-岩崎俊夫-
鈴木みゆき-小西純

実教出版 2010 9784407320862 社会科学 経済

1363 Primary大学テキスト　これだけはおさえたい経済学　学びのガイダンス

山田久
半谷俊彦, 大久保
研治, 柴田有祐, 清
水雅貴, 葉山幸嗣, 
望陀芙美子

実教出版 2014 9784407335507 社会科学 経済

1364 カナダ会計制度研究 向伊知郎 税務経理協会 1998 9784419028992 社会科学 経済
1365 イギリスの暖簾と無形資産の会計 白石和孝 税務経理協会 2003 9784419041618 社会科学 経済
1366 21世紀の自動車産業戦略 黒川文子 税務経理協会 2008 9784419050580 社会科学 経済

1367
変幻進化する国際金融 : サブプライム危機, 膨張するドル体制の落とし穴 
= International finance

米倉茂 税務経理協会 2008 9784419050757 社会科学 経済

1368 中小企業金融の新展開 小藤康夫 税務経理協会 2009 9784419052294 社会科学 経済
1369 複眼思考の会計学 田中弘 税務経理協会 2011 9784419056148 社会科学 経済

1370
ゲーミング産業の成長と社会的正当性 : カジノ企業を中心に = Casino, 
social legitimacy and the growth of gaming industry

佐々木一彰 税務経理協会 2011 9784419056780 社会科学 経済

1371 ユーロと国債デフォルト危機 代田純 税務経理協会 2012 9784419057695 社会科学 経済

1372 グローカル財政論
兼村高文-小野島
真-安田満-横山純
一-星野泉

税務経理協会 2012 9784419058135 社会科学 経済

1373 金融取引をめぐる所得課稅と消費課稅 日下文男 税務経理協会 2013 9784419059590 社会科学 経済
1374 会計学はどこで道を間違えたのか 田中弘 税務経理協会 2013 9784419059675 社会科学 経済
1375 所得稅改革 : 日本とドイツ 中村良広 税務経理協会 2013 9784419060138 社会科学 経済
1376 高等教育の変貌と財政 市川昭午 玉川大学出版部 2000 9784472401411 社会科学 経済

1377 観光ビジネスの戦略 : ハワイ旅行を企画する 折戶晴雄 玉川大学出版部 2007 9784472403453 社会科学 経済

1378 高等敎育市場の国際化 塚原修一 玉川大学出版部 2008 9784472403644 社会科学 経済

1379 戦後労働史からみた賃金：海外日本企業が生き抜く賃金とは 小池和男 東洋経済新報社 2015 9784492261125 社会科学 経済

1380 教養としてのマクロ経済学 藪下史郎 東洋経済新報社 2015 9784492314692 社会科学 経済

1381 戦後経済史：私たちはどこで間違えたのか 野口悠紀雄 東洋経済新報社 2015 9784492371183 社会科学 経済
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1382 日本経済黄金期前夜 永濱利廣 東洋経済新報社 2015 9784492396209 社会科学 経済
1383 欧州リスク：日本化・円化・日銀化 唐鎌大輔 東洋経済新報社 2014 9784492444078 社会科学 経済
1384 イノベ－ション：活性化のための方策 後藤晃 東洋経済新報社 2016 9784492522165 社会科学 経済

1385 ＰＤＣＡプロフェッショナル：結果を出すための〈思考と技術〉 稲田将人 東洋経済新報社 2016 9784492533758 社会科学 経済

1386 コンテキスト思考：論理を超える問題解決の技術 杉野幹人, 内藤純 東洋経済新報社 2009 9784492556443 社会科学 経済

1387 公共貨幣：政府債務をゼロにする「現代版シカゴプラン」 山口薫 東洋経済新報社 2015 9784492654743 社会科学 経済

1388 公共貨幣：政府債務をゼロにする「現代版シカゴプラン」 山口薫 東洋経済新報社 2015 9784492654743 社会科学 経済

1389 金融の基礎：入門テキスト 藤木裕 東洋経済新報社 2016 9784492654750 社会科学 経済

1390 日本経済と資本市場：企業と投資家のガバナンスがもたらす変化
日興リサーチセン
ター株式会社

東洋経済新報社 2016 9784492654767 社会科学 経済

1391 国民所得
大川一司-山本有
造-高松信清.

東洋経済新報社 1974 9784492810811 社会科学 経済

1392 労働力 梅村又次 東洋経済新報社 1988 9784492810828 社会科学 経済
1393 資本ストック 大川一司 東洋経済新報社 1966 9784492810835 社会科学 経済
1394 資本形成 江見康一 東洋経済新報社 1971 9784492810842 社会科学 経済

1395 貯蓄と通貨
江見康一-江口英
一-伊東政吉

東洋経済新報社 1988 9784492810859 社会科学 経済

1396 個人消費支出 篠原三代平 東洋経済新報社 1967 9784492810866 社会科学 経済

1397 財政支出
江見康一-塩野谷
祐一

東洋経済新報社 1966 9784492810873 社会科学 経済

1398 物価 大川一司 東洋経済新報社 1967 9784492810880 社会科学 経済
1399 鉱工業 篠原三代平 東洋経済新報社 1972 9784492810903 社会科学 経済

1400 纎維工業
藤野正三郎-小野
旭-藤野志朗

東洋経済新報社 1979 9784492810910 社会科学 経済

1401 地域経済統計
梅村又次-伊藤繁-
高松信清.

東洋経済新報社 1983 9784492810934 社会科学 経済

1402 都市経済学  プログレッシブ経済学シリ－ズ 金本良嗣, 藤原徹 東洋経済新報社 2016 9784492813034 社会科学 経済

1403 日本型鉄鋼システム : 危機のメカニズムと変革の視座 十名直喜 同文館出版 1996 9784495360214 社会科学 経済

1404 鉄鋼生産システム : 資源, 技術, 技能の日本型諸相 十名直喜 同文館出版 1996 9784495361013 社会科学 経済

1405 アメリカ労使関係論 森川譯雄. 同文館出版 1996 9784495362010 社会科学 経済
1406 企業の倒産と再生 太田三郎 同文館出版 2004 9784495370817 社会科学 経済

1407 ケンブリッジ経済学研究 : マルサス・ケインズ・スラッファ 中矢俊博 同文館出版 1997 9784495433215 社会科学 経済

1408 気象・太陽黒点と景気変動 住田紘 同文館出版 2004 9784495437817 社会科学 経済
1409 小売競争の理論 小西滋人. 同文館出版 1971 9784495621667 社会科学 経済
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1410
電力自由化と技術開発 : 21世紀における電気事業の経営効率と供給信
頼性の向上を目指して = Liberalization of electricity markets and 
technological issues

福山良和-新村隆
英-中西要祐-藤田
吾郎-横山隆一-的
場誠一-舟橋俊久-
岡田健司-荒井純
一-浅野浩志.-久保
川淳司-陳洛南-小
柳薰-栗原郁夫

東京電機大学出版局 2001 9784501110000 社会科学 経済

1411 天候デリバティブのすべて : 金融工学の応用と実践
天崎裕介.-広瀬尚
志.

東京電機大学出版局 2003 9784501619602 社会科学 経済

1412
科学技術政策に市民の声をどう届けるか : コンセンサス会議、シナリオ・
ワークショップ、ディープ・ダイアローグ

若松征男 東京電機大学出版局 2010 9784501625405 社会科学 経済

1413 会計理論生成史 中野常男 中央経済社 1992 9784502122033 社会科学 経済

1414 現代ファイナンス入門
岸本光永-阿部正
樹-津森信也

中央経済社 1999 9784502348822 社会科学 経済

1415 資産運用の理論と実際 浅野幸弘-宮脇卓. 中央経済社 1999 9784502349126 社会科学 経済

1416 いま流通消費都市の時代 : 福岡モデルでみた大都市の未来 阿部真也 中央経済社 2006 9784502385100 社会科学 経済

1417 国際ビジネス理論
長谷川礼.-長谷川
信次-江夏健一

中央経済社 2008 9784502396106 社会科学 経済

1418 国際ビジネス入門
藤井健-太田正孝-
江夏健一

中央経済社 2008 9784502396908 社会科学 経済

1419 国際ビジネス研究の新潮流
岸本寿生-桑名義
晴-江夏健一

中央経済社 2008 9784502398100 社会科学 経済

1420 地域の経済学 原勲. 中央経済社 2000 9784502640834 社会科学 経済

1421 環境経済学の新世紀 : Environmental economics 室田武 中央経済社 2003 9784502649202 社会科学 経済

1422
東海地域の産業クラスターと金融構造 : 躍進する名古屋経済の強さを探
る

家森信善-多和田
真.

中央経済社 2005 9784502654107 社会科学 経済

1423
産学官連携の研究開発 : Cooperative research activities among industry, 
government, and Osaka Prefecture University

大阪府立大学. 中央経済社 2009 9784502667305 社会科学 経済

1424 経営者論 日本経営教育学会. 中央経済社 2009 9784502667909 社会科学 経済
1425 ポートフォリオ理論 : 基礎と応用 仁科一彦-倉沢資 中央経済社 2009 9784502669606 社会科学 経済
1426 農林水産業を見つめなおす 石田信隆.-寺西俊 中央経済社 2010 9784502680601 社会科学 経済

1427 環境と金融・投資の潮流
水口剛.-国部克
彦.-植田和弘.

中央経済社 2011 9784502683800 社会科学 経済

1428 農林水産業の再生を考える 石田信隆.-寺西俊 中央経済社 2011 9784502691102 社会科学 経済

1429 貨幣の哲学（新訳版）
ゲオルク・ジンメル
居安正 訳

白水社 2016 9784560092354 社会科学 経済

1430 事例で学ぶ経営学 今口忠政 白桃書房 2012 9784561151784 社会科学 経済
1431 経営の解釈学 稲垣保弘 白桃書房 2013 9784561161806 社会科学 経済

1432 人にやさしい会社:安全・安心，絆の経営
田中宏司, 水尾順
一

白桃書房 2013 9784561216117 社会科学 経済

1433 ファミリービジネス:知られざる実力と可能性 後藤俊夫 白桃書房 2012 9784561235835 社会科学 経済

1434 IT投資マネジメントの変革 松島桂樹 白桃書房 2013 9784561245995 社会科学 経済
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1435 現代トップリーダーとイノベーション 池内守厚 白桃書房 2012 9784561255734 社会科学 経済

1436 現代組織の情報セキュリティ・マネジメント:その戦略と導入・策定・運用 税所哲郎 白桃書房 2012 9784561255901 社会科学 経済

1437 仕事の経営学:職務の機能と進路を考える 川村稲造 白桃書房 2012 9784561255932 社会科学 経済

1438 仕事のコミュニケーション論：人間関係の基本と自信を身につける 川村稲造 白桃書房 2013 9784561256243 社会科学 経済

1439 ユーロ時代の企業経営 : 在ドイツ日系企業の実態調查 中島要 白桃書房 2007 9784561264736 社会科学 経済

1440
キャリア・オリエンテーション : 個人の働き方に影響を与える要因 = 
Career orientation

坂爪洋美. 白桃書房 2008 9784561264835 社会科学 経済

1441
アジアの華人企業 : 南洋の小竜たちタイ・マレーシア・インドネシアを中心
に = Ethnic Chinese enterprises in Asia

平野実 白桃書房 2008 9784561264859 社会科学 経済

1442
需要変動と産業集積の力学 : 仲間型取引ネットワークの研究 = Network 
& industrial cluster

加藤厚海 白桃書房 2009 9784561265153 社会科学 経済

1443
日本のバイオイノベーション : オープンイノベーションの進展と医薬品産業
の課題

元橋一之. 白桃書房 2009 9784561265221 社会科学 経済

1444 ICTの進展と情報活用能力:変容する組織と個人の関係性 小豆川裕子 白桃書房 2012 9784561265641 社会科学 経済

1445 企業事故の発生メカニズム:「手続きの神話化」が事故を引き起こす 谷口勇仁 白桃書房 2012 9784561265825 社会科学 経済

1446 環境変化とリスクマネジメントの新展開 上田和勇 白桃書房 2012 9784561265849 社会科学 経済

1447
イノベーターの知財マネジメント:「技術の生まれる瞬間」から「オープンイノ
ベーションの収益化」まで

渡部俊也 白桃書房 2012 9784561265917 社会科学 経済

1448 組織不祥事研究:組織不祥事を引き起こす潜在的原因の解明 樋口晴彦 白桃書房 2012 9784561265948 社会科学 経済

1449 日本企業の収益不全:収益性向上のための最適成長速度 平井孝志 白桃書房 2012 9784561265962 社会科学 経済

1450 グローバル企業の経営倫理・CSR
日本経営倫理学会
小林俊治, 高橋浩

白桃書房 2013 9784561266006 社会科学 経済

1451 人材イノベーション:ライフワーク施策，組織コミットメントおよび企業業績 咸惠善 白桃書房 2013 9784561266013 社会科学 経済

1452 新規事業開発のマネジメント:社外からの著名効果の分析 伊藤嘉浩 白桃書房 2013 9784561266020 社会科学 経済

1453 変革マネジメントの理論と実践:プロジェクトリーダーシップの役割 野間口隆郎 白桃書房 2013 9784561266044 社会科学 経済

1454 ＭＯＴ教育の総合的研究 大石芳裕 白桃書房 2013 9784561266051 社会科学 経済

1455 アジアの投資環境・企業・産業:現状と展望 小林守 白桃書房 2013 9784561266068 社会科学 経済

1456 多国籍企業の戦略経営
佐久間信夫, 黒川
文子

白桃書房 2013 9784561266075 社会科学 経済

1457 二重性のダイナミクス:組織変革の構造 渡辺伊津子 白桃書房 2013 9784561266105 社会科学 経済

1458 パズル理論:意思決定にみるジグソーパズル型と知恵の輪型 前川佳一 白桃書房 2013 9784561266136 社会科学 経済
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1459 アライアンス・イノベーション:大企業とベンチャー企業の提携：理論と実際 中村裕一郎 白桃書房 2013 9784561266204 社会科学 経済

1460
「日系人」活用戦略論：ブラジル事業展開における「バウンダリー；スパ
ナー」としての可能性

古沢昌之 白桃書房 2013 9784561266235 社会科学 経済

1461
ケースでまなぶ財務会計：新聞記事のケースを通して財務会計の基礎を
まなぶ

永野則雄 白桃書房 2013 9784561352020 社会科学 経済

1462
ケースでまなぶ財務会計：新聞記事のケースを通して財務会計の基礎を
まなぶ

永野則雄 白桃書房 2013 9784561352020 社会科学 経済

1463 ストック・オプション会計 山下克之 白桃書房 2013 9784561362012 社会科学 経済

1464
中国のハイテク産業 : 自主イノベーションへの道 = High-tech industries 
in China

橋田坦 白桃書房 2008 9784561510727 社会科学 経済

1465 利用と搾取の経済倫理：エクスプロイテーション概念の研究 山口拓美 白桃書房 2013 9784561860471 社会科学 経済

1466 線形経済学 : 非負解の存在・双対性をめぐって 井上博夫 白桃書房 2010 9784561951216 社会科学 経済

1467 入門現代経済学要論
青木孝子, 鑓田亨, 
安藤潤, 塚原康博

白桃書房 2012 9784561951254 社会科学 経済

1468
日本銀行のプルーデンス政策と金融機関経営 : 金融機関のリスク管理と
日銀考查 熊倉修一. 白桃書房 2008 9784561961116 社会科学 経済

1469 スラッファの経済 : Piero Sraffa 井上博夫 白桃書房 2010 9784561961192 社会科学 経済

1470 水の法と社会 : 治水・利水から保水・親水へ 森實 法政大学出版局 1990 9784588635076 社会科学 経済

1471 国立公園成立史の研究 : 開発と自然保護の確執を中心に 村串仁三郎 法政大学出版局 2005 9784588645389 社会科学 経済

1472 経済学者ラ・フォンテーヌ
Boissonade, 
Gustave-野田良之
-久野桂一郎.

みすず書房 1979 9784622005834 社会科学 経済

1473 エリノア・マルクス : 1855-1898 ある社会主義者の悲劇 都築忠七. みすず書房 1984 9784622005872 社会科学 経済

1474 満鉄.
藤井満洲男.-荻原
極.-伊藤武雄

みすず書房 1966 9784622026310 社会科学 経済

1475 満鉄.
藤井満洲男.-荻原
極.-伊藤武雄

みすず書房 1966 9784622026327 社会科学 経済

1476 満鉄.
藤井満洲男.-荻原
極.-伊藤武雄

みすず書房 1967 9784622026334 社会科学 経済

1477 社会主義沿革. 松尾尊充 みすず書房 1984 9784622026518 社会科学 経済
1478 社会主義沿革. 松尾尊充 みすず書房 1986 9784622026525 社会科学 経済
1479 占領地通貨工作 多田井喜生 みすず書房 1983 9784622026617 社会科学 経済
1480 東西リスト論争 小林昇 みすず書房 1990 9784622036401 社会科学 経済

1481 善意で貧困はなくせるのか？：貧乏人の行動経済学

ディーン・カーラン, 
ジェイコブ・アペル 
[著]
清川幸美 訳

みすず書房 2013 9784622077268 社会科学 経済
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1482 コミュニティ通訳：多文化共生社会のコミュニケ－ション
水野真木子, 内藤
稔 [著]

みすず書房 2015 9784622078913 社会科学 経済

1483 生業の歴史 宮本常一 未來社 1993 9784624221072 社会科学 経済

1484 東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態
Weber, Max-肥前, 
栄一

未來社 2003 9784624321680 社会科学 経済

1485 経営者の報酬の法的規律 伊藤靖史 有斐閣 2013 9784641136571 社会科学 経済

1486 人事と法の対話：新たな融合を目指して
守島基博, 大内伸
哉

有斐閣 2013 9784641144521 社会科学 経済

1487 独禁法講義［第7版］ 白石忠志 有斐閣 2014 9784641144651 社会科学 経済

1488 アントレプレナーシップ入門：ベンチャ－の創造を学ぶ(有斐閣ストゥディア)
忽那憲治, 長谷川
博和, 高橋徳行, 五
十嵐伸吾, 山田仁

有斐閣 2013 9784641150027 社会科学 経済

1489 金融のエッセンス (有斐閣ストゥディア) 川西諭, 山崎福寿 有斐閣 2013 9784641150041 社会科学 経済

1490 ミクロ経済学の第一歩 (有斐閣ストゥディア) 安藤至大 有斐閣 2013 9784641150058 社会科学 経済

1491 学習を促す組織文化：マルチレベル・アプロ－チによる実証分析 北居明 有斐閣 2014 9784641164130 社会科学 経済

1492 日本型ビジネスモデルの中国展開 伊丹敬之 有斐閣 2013 9784641164178 社会科学 経済

1493 入門・経済学［第3版］
藪下史郎, 猪木武
徳, 鈴木久美

有斐閣 2013 9784641164192 社会科学 経済

1494
マネジメント・コントロール：８つのケ－スから考える人と企業経営の方向
性

横田絵理, 金子晋
也

有斐閣 2014 9784641164222 社会科学 経済

1495 演習式マクロ経済学・入門［補訂版］ 福田慎一, 照山博 有斐閣 2013 9784641164239 社会科学 経済

1496 行動経済学：伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して
大垣昌夫, 田中沙
織

有斐閣 2014 9784641164260 社会科学 経済

1497 証券論 大村敬一, 俊野雅 有斐閣 2014 9784641164277 社会科学 経済

1498 中小企業・ベンチャー企業論：グロ－バルと地域のはざまで［新版］

植田浩史, 桑原武
志, 本多哲夫, 義永
忠一, 関智宏, 田中
幹大, 林幸治

有斐閣 2014 9784641164314 社会科学 経済

1499 事業創成 イノベーション戦略の彼岸 小林敏男 有斐閣 2014 9784641164376 社会科学 経済

1500 ソーシャル・エンタプライズ論：自立をめざす事業の核心 鈴木良隆 有斐閣 2014 9784641164390 社会科学 経済

1501 ケースに学ぶ国際経営 (有斐閣ブックス)
吉原英樹, 白木三
秀, 新宅純二郎, 浅
川和宏

有斐閣 2013 9784641184152 社会科学 経済

1502 はじめて学ぶリスクと保険［第4版］(有斐閣ブックス) 下和田功 有斐閣 2014 9784641184206 社会科学 経済

1503 ２１世紀中小企業論：多様性と可能性を探る［第3版］(有斐閣アルマ)
渡辺幸男, 小川正
博, 黒瀬直宏, 向山

有斐閣 2013 9784641220096 社会科学 経済

1504 ベーシック経済法：独占禁止法入門［第4版］(有斐閣アルマ)
川濵昇, 瀬領真悟, 
泉水文雄, 和久井

有斐閣 2014 9784641220201 社会科学 経済

1505 よくわかる国際稅務入門
三木義一-前田謙
二

有斐閣 2010 9784641281172 社会科学 経済
1506 中世日本の信用経済と徳政令 井原今朝男 吉川弘文館 2015 9784642029278 社会科学 経済
1507 紙幣肖像の近現代史 植村峻 吉川弘文館 2015 9784642038454 社会科学 経済
1508 近世林業史の研究 所三男 吉川弘文館 1980 9784642042505 社会科学 経済
1509 近世三井経営史の研究 賀川隆行 吉川弘文館 1985 9784642042550 社会科学 経済
1510 沖縄返還と通貨パニック 川平成雄 吉川弘文館 2015 9784642082662 社会科学 経済
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1511 エネルギー産業の変革 : New developments of energy industry 植草益. NTT出版 2004 9784757121003 社会科学 経済

1512 素材産業の新展開 : New frontier of textile and iron & steel industries
冨浦梓-大川三千
男.-植草益.

NTT出版 2004 9784757121010 社会科学 経済

1513 サイエンス型産業 : Science-based industries
小田切宏之-後藤
晃

NTT出版 2003 9784757121027 社会科学 経済

1514 機械産業の新展開 : New frontier of machinery industry 森谷正規 NTT出版 2003 9784757121034 社会科学 経済

1515 情報経済システム : Information-based economic system 林敏彦 NTT出版 2003 9784757121041 社会科学 経済

1516 生活直結産業 : Consumer industry 島田晴雄 NTT出版 2003 9784757121065 社会科学 経済

1517 金融サービス : Financial services industry
池尾和人-堀內昭
義

NTT出版 2004 9784757121089 社会科学 経済

1518 開発主義の暴走と保身 : 金融システムと平成経済 池尾和人 NTT出版 2006 9784757140981 社会科学 経済

1519 日本の食と農 : 危機の本質 神門善久 NTT出版 2006 9784757140998 社会科学 経済

1520 企業の研究者をめざす皆さんへ：Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｔｈａｔ　ｍａｔｔｅｒｓ 丸山宏 近代科学社 2009 9784764903821 社会科学 経済

1521 プロジェクトの概念：プロジェクトマネジメントの知恵に学ぶ
日本プロジェクトマ
ネジメント協会
神沼靖子

近代科学社 2013 9784764904361 社会科学 経済

1522
金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門　―デリバティブ価格理論
の基礎とその実際―

村上秀記 近代科学社 2015 9784764904804 社会科学 経済

1523 マクロ経済の分析 : Macroeconomic analysis
石橋春男-関谷喜
三郎

慶應義塾大学出版会 2010 9784766416336 社会科学 経済

1524 日本の資本主義とフクシマ : 制度の失敗とダイナミック・ケイパビリティ 谷口和弘 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419917 社会科学 経済

1525 よくわかる！マクロ経済学入門
石橋春男, 橋口宏
行, 河口雄司

慶應義塾大学出版会 2015 9784766421514 社会科学 経済

1526 経済学の歴史 小畑二郎 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421750 社会科学 経済

1527 日本経済の課題と針路：経済政策の理論・実証分析
吉野直行, 亀田啓
悟, 中東雅樹, 中田
真佐男

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422047 社会科学 経済

1528 ２１世紀のマルクス経済学 延近充 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422221 社会科学 経済

1529 グロ－バルプロジェクトチ－ムのまとめ方：リ－ダ－シップの新たな挑戦

ルス・マルティネリ, 
ティム・ラシュルト, 
ジェームズ・ワデル
当麻哲哉 監訳
長嶺七海 訳

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422450 社会科学 経済

1530 マルクス経済学 大西広 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422481 社会科学 経済
1531 数理経済学の源流と展開 武藤功, 花薗誠 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422535 社会科学 経済

1532 多文化都市・新宿の創造：ライフサイクルと生の保障 川村千鶴子 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422665 社会科学 経済

1533 花岡事件「秋田裁判記錄」 金子博文.-石飛仁 彩流社 2010 9784779115059 社会科学 経済

1534 経済学講義.
Wicksell, Knut-橋本
比登志

日本経済評論社 1984 9784818800106 社会科学 経済

1535 利子と物価
Wicksell, Knut-服部
新一.-北野熊喜男

日本経済評論社 1984 9784818800281 社会科学 経済



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 51/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

1536 資本主義経済の動態理論
Kalecki, Michał.-
Kalecki, Michal.-浅
田統一郎-間宮陽

日本経済評論社 1984 9784818800380 社会科学 経済

1537 マクミラン委員会報告書
西村閑也-加藤三
郎-イギリス金融及
び産業委員会.

日本経済評論社 1985 9784818800847 社会科学 経済

1538 マクミラン委員会証言錄 : 抜粋
西村閑也-イギリス
金融及び産業委員

日本経済評論社 1985 9784818800854 社会科学 経済

1539 価値と価格の理論
Lichtenstein, Peter 
M.-川島章

日本経済評論社 1986 9784818801028 社会科学 経済

1540 国際貨幣経済理論
Davidson, Paul-秋
葉弘哉-渡辺良夫

日本経済評論社 1986 9784818801042 社会科学 経済

1541 経済学の方法
Menger, Carl-吉田
昇三-福井孝治

日本経済評論社 1986 9784818801233 社会科学 経済

1542 価値・資本及び地代
Wicksell, Knut-北野
熊喜男

日本経済評論社 1986 9784818801295 社会科学 経済

1543 ケムブリジ資本論争
Harcourt, Geoffrey 
Colin.-神谷伝造

日本経済評論社 1988 9784818801486 社会科学 経済

1544 君臣平田東助論 : 産業組合を統師した超然主義官僚政治家 佐賀郁朗 日本経済評論社 1987 9784818801554 社会科学 経済

1545 投資と金融 : 資本主義経済の不安定性
Minsky, Hyman P.-
岩佐代市

日本経済評論社 1988 9784818801707 社会科学 経済

1546 在日外国銀行史 : 幕末開港から条約改正まで 立脇和夫 日本経済評論社 1987 9784818801738 社会科学 経済

1547 価値と分配の理論 : スラッファ経済学入門
Mainwaring, Lynn-
山田幸俊-佐藤良
一-笠松学

日本経済評論社 1987 9784818802216 社会科学 経済

1548 線型経済学と動学理論
Goodwin, Richard 
M.-有賀裕二

日本経済評論社 1988 9784818802315 社会科学 経済

1549 生産と分配の理論 : スラッファ経済学の新展開
宇野立身-中野守-
Pasinetti, Luigi L.

日本経済評論社 1988 9784818802377 社会科学 経済

1550 資本理論とケインズ経済学
Robinson, Joan-山
田克巳

日本経済評論社 1988 9784818802575 社会科学 経済

1551 ケインズの経済学と価値・分配の理論
石橋太郎-Milgate, 
Murray.-Eatwell, 
John.

日本経済評論社 1989 9784818802759 社会科学 経済

1552 円の侵略史 : 円為替本位制度の形成過程 島崎久彌. 日本経済評論社 1989 9784818802773 社会科学 経済

1553 日窒コンツェルンの研究 大塩武 日本経済評論社 1989 9784818802780 社会科学 経済
1554 スコットランド啓蒙と経済学の形成 田中敏弘 日本経済評論社 1989 9784818803329 社会科学 経済

1555 孤立国
Thünen, Johann 
Heinrich von-熊代
幸雄-近藤康男

日本経済評論社 1989 9784818803435 社会科学 経済

1556 経済学の理論
Jevons, William 
Stanley-永田清.-
寺尾琢磨.-小泉信

日本経済評論社 1981 9784818803473 社会科学 経済

1557 古典経済学の生成と展開 田中敏弘 日本経済評論社 1990 9784818803602 社会科学 経済
1558 日本の経済思想四百年 杉原四郎 日本経済評論社 1990 9784818804258 社会科学 経済
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1559 ケインズとケインジアンのマクロ経済学
Chick, Victoria.-長
谷川啓之-関谷喜

日本経済評論社 1990 9784818804357 社会科学 経済

1560 マクロ経済学の構図 : 方法論的アプローチ
Dow, Sheila C.-鴻
池俊憲.-矢根真二.

日本経済評論社 1991 9784818804524 社会科学 経済

1561 柴田経済学と時代
公文園子-新田政
則-都留重人-杉原

日本経済評論社 1991 9784818804609 社会科学 経済

1562 ポスト・ケインズ派経済学の新展開 : 分配・有効需要および国際経済
渡辺良夫-緖方俊
雄-Kregel, J. A.

日本経済評論社 1991 9784818804630 社会科学 経済

1563 銀行合同の実証的研究 後藤新一 日本経済評論社 1991 9784818804722 社会科学 経済

1564 ポスト・ケインズ派経済学入門
緖方俊雄-Eichner, 
Alfred S.

日本経済評論社 1980 9784818804760 社会科学 経済

1565 進步と貧困
George, Henry-山
嵜義三郎

日本経済評論社 1991 9784818804777 社会科学 経済

1566 戦間期日本の対外経済関係 大石嘉一郎 日本経済評論社 1992 9784818806153 社会科学 経済

1567 戦後日本の海運と造船 : 1950年代の苦闘 中川敬一郎 日本経済評論社 1992 9784818806245 社会科学 経済

1568 造船業の復興と発展 : 世界の王座へ 寺谷武明 日本経済評論社 1993 9784818806269 社会科学 経済

1569 非線形経済動学
Goodwin, Richard 
M.-有賀裕二

日本経済評論社 1992 9784818806597 社会科学 経済

1570 ケインズ「一般理論」と蓄積
Asimakopulos, A.-
鴻池俊憲

日本経済評論社 1993 9784818806726 社会科学 経済

1571
フランシス・ウェーランドの社会経済思想 : 近代日本, 福沢諭吉とウェーラ
ンド

藤原昭夫 日本経済評論社 1993 9784818806757 社会科学 経済

1572 市場と地域 : 歴史の視点から
藤井隆至-廣田功-
秋元英一

日本経済評論社 1993 9784818806900 社会科学 経済

1573 戦後改革期の農業問題 : 埼玉県を事例として 西田美昭 日本経済評論社 1994 9784818807020 社会科学 経済

1574 戦後国土計画への証言 下河辺淳 日本経済評論社 1994 9784818807068 社会科学 経済

1575 市場と計画の社会システム : カレツキ経済学入門
Sawyer, Malcolm 
C.-緖方俊雄

日本経済評論社 1994 9784818807631 社会科学 経済

1576
金融恐慌 : 戦後アメリカの経験 = Financial crises : understanding the 
postwar U.S. experience

Wolfson, Martin H.-
野下保利-原田善
敎-浅田統一郎

日本経済評論社 1995 9784818807921 社会科学 経済

1577 戦後日本の形成と発展 : 占領と改革の比較研究 皆村武一 日本経済評論社 1995 9784818808171 社会科学 経済

1578 田口卯吉と経済学協会 : 啓蒙時代の経済学 松野尾裕 日本経済評論社 1996 9784818808331 社会科学 経済

1579 進步の触手 : 帝国主義時代の技術移転
Headrick, Daniel 
R.-原田勝正

日本経済評論社 2005 9784818809055 社会科学 経済

1580 法人資本主義の成立・展開・変質 楠井敏朗 日本経済評論社 1997 9784818809116 社会科学 経済
1581 南北戦争前期のアメリカ経済 楠井敏朗 日本経済評論社 1997 9784818809154 社会科学 経済

1582 現代資本主義の論理 : 過渡期社会の経済学 柴垣和夫 日本経済評論社 1997 9784818809178 社会科学 経済

1583 昭和電工成立史の研究 麻島昭一-大塩武 日本経済評論社 1997 9784818809314 社会科学 経済

1584 緑の革命とその暴力
Shiva, Vandana.-浜
谷喜美子

日本経済評論社 1997 9784818809390 社会科学 経済

1585 安積開墾政策史 : 明治一0年代の殖產興業政策の一環として 矢部洋三 日本経済評論社 1997 9784818809444 社会科学 経済

1586 ケインズ : 歴史的時間から複雑系へ 吉田雅明 日本経済評論社 1997 9784818809475 社会科学 経済
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1587 福沢諭吉の日本経済論 藤原昭夫 日本経済評論社 1998 9784818809505 社会科学 経済

1588 日本の経済計画 : 戦後の歴史と問題点 宮崎勇-林雄二郎 日本経済評論社 1997 9784818809574 社会科学 経済

1589 安治川物語 : 鉄工職人夘之助と明治の大阪 西山夘三 日本経済評論社 1997 9784818809598 社会科学 経済

1590 構造変化の経済動学 : 学習の経済的帰結についての理論

Pasinetti, Luigi L.-
佐々木隆生-淸水
一史-本田雅子-
Notarangelo, 

日本経済評論社 1998 9784818809680 社会科学 経済

1591 戦後再建期のヨーロッパ経済 : 復興から統合へ 森建資-広田功 日本経済評論社 1998 9784818809697 社会科学 経済

1592 兵器鉄鋼会社の日英関係史 : 日本製鋼所と英国側株主 1907-52 奈倉文二 日本経済評論社 1998 9784818809703 社会科学 経済

1593 日本の粘土の足 : 迫りくる戦争と破局への道
Utley, Freda-沢井
実-西川博史-石坂

日本経済評論社 1998 9784818809758 社会科学 経済

1594 金融恐慌とイギリス銀行業 : ガーニィ商会の経営破綻 鈴木俊夫 日本経済評論社 1998 9784818809789 社会科学 経済

1595 シュムペーターのウィーン : 人と学問
März, Eduard.-中
山, 智香子

日本経済評論社 1998 9784818809925 社会科学 経済

1596 非線形経済動学とカオス
Lorenz, Hans-
Walter-笹倉和幸-
小野崎保

日本経済評論社 2000 9784818810471 社会科学 経済

1597 占領地通貨金融政策の展開 柴田善雅 日本経済評論社 1999 9784818810501 社会科学 経済

1598 日本の経済学と経済学者 : 戦後の研究環境と政策形成 池尾愛子 日本経済評論社 1999 9784818810525 社会科学 経済

1599 南部アフリカの農村協同組合 : 構造調整政策下における役割と育成 辻村英之 日本経済評論社 1999 9784818810549 社会科学 経済

1600 旧北海道拓殖銀行論 齋藤仁 日本経済評論社 1999 9784818810594 社会科学 経済

1601 ケインズ経済学研究 : 「一般理論」基本体系の吟味 川口弘 日本経済評論社 1999 9784818810747 社会科学 経済

1602 アメリカ人の経済思想 : その歴史的展開 田中敏弘 日本経済評論社 1999 9784818810846 社会科学 経済

1603 ドイツの協同組合制度 : 歴史・構造・経済的潜在力
Aschhoff, Gunther-
野田輝久.-関英昭-
Henningsen, Eckart.

日本経済評論社 2001 9784818810853 社会科学 経済

1604 日本戦時企業論序說 : 日本鋼管の場合 長島修 日本経済評論社 2000 9784818810860 社会科学 経済

1605 戦前期ペザンティズムの系譜 : 農本主義の再検討 野本京子. 日本経済評論社 1999 9784818811003 社会科学 経済

1606 高度成長期への証言. 每日新聞社. 日本経済評論社 1999 9784818811812 社会科学 経済
1607 高度成長期への証言. 每日新聞社. 日本経済評論社 1999 9784818811829 社会科学 経済

1608 国民経済学原理
Menger, Carl-八木
紀一郎-安井琢磨

日本経済評論社 1999 9784818811898 社会科学 経済

1609 労働力商品の解読 鈴木和雄 日本経済評論社 1999 9784818811904 社会科学 経済

1610 貨幣・経済発展そして国際問題 : 応用経済学続論
Kaldor, Nicholas-笹
原昭五

日本経済評論社 2000 9784818811911 社会科学 経済

1611 失業問題の政治と経済 田端博邦-加瀬和 日本経済評論社 2000 9784818811928 社会科学 経済

1612 高度経済成長期の農業問題 : 戦後自作農体制への挑戦と帰結
加瀬和俊-西田美
昭

日本経済評論社 2000 9784818811959 社会科学 経済
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1613 分配法則の統合
Wicksteed, Philip 
Henry-川俣雅弘

日本経済評論社 2000 9784818811966 社会科学 経済

1614 イギリス財政思想史 : 重商主義期の戦争・国家・経済 大倉正雄 日本経済評論社 2000 9784818811997 社会科学 経済

1615 共の思想 : 農業問題再考 磯辺俊彦 日本経済評論社 2000 9784818812048 社会科学 経済

1616 経済学の領域と方法
Keynes, John 
Neville-上宮正一郎

日本経済評論社 2000 9784818812086 社会科学 経済

1617 マルサス派の経済学者たち 柳田芳伸-中矢俊 日本経済評論社 2000 9784818812581 社会科学 経済

1618 カレツキと現代経済 : 価格設定と分配の分析
Kriesler, Peter.-金
尾敏寬-松谷泰樹.

日本経済評論社 2000 9784818812598 社会科学 経済

1619 金融危機と革新 : 歴史から現代へ
浅井良夫-〓見誠
良-伊藤正直

日本経済評論社 2000 9784818812611 社会科学 経済

1620 近代日本農民運動史論 林宥一 日本経済評論社 2000 9784818812741 社会科学 経済
1621 創設者の経済学 渡辺輝雄 日本経済評論社 2000 9784818812772 社会科学 経済
1622 ケネー経済学研究 (1) 渡辺輝雄-鈴木信 日本経済評論社 2000 9784818812789 社会科学 経済
1623 ケネー経済学研究 (2) 渡辺輝雄-鈴木信 日本経済評論社 2000 9784818812796 社会科学 経済

1624 地方銀行史論 : 為替取組と支店銀行制度の展開 岡田和喜 日本経済評論社 2001 9784818813045 社会科学 経済

1625 大恐慌期日本の経済統制 平沢照雄 日本経済評論社 2001 9784818813106 社会科学 経済

1626 協同組合企業とコミュニティ : モンドラゴンから世界へ
MacLeod, Greg.-中
川雄一郎

日本経済評論社 2000 9784818813199 社会科学 経済

1627 現代金融システムの構造と動態 : 国際比較と「収れん仮說」の検証
Schaberg, Marc-藤
田隆一

日本経済評論社 2000 9784818813229 社会科学 経済

1628 家と村の歴史的位相 沼田誠 日本経済評論社 2001 9784818813441 社会科学 経済
1629 在日外国銀行百年史 : 1900-2000年 立脇和夫 日本経済評論社 2002 9784818813557 社会科学 経済

1630 アメリカ金融システムの転換 : 21世紀に公正と効率を求めて
Pollin, Robert.-原田
善教-Dymski, 
Gary.-Epstein, 

日本経済評論社 2001 9784818813694 社会科学 経済

1631 近代農村社会運動の群像 : 在野ヒューマニストの思想 坂本昇 日本経済評論社 2001 9784818813717 社会科学 経済

1632 公共事業と経済学 Dupuit, J.-栗田啓 日本経済評論社 2001 9784818813779 社会科学 経済

1633 滿鉄労働史の硏究
江田憲治-解学詩.-
松村高夫

日本経済評論社 2002 9784818813847 社会科学 経済

1634 戦後日本の技術形成 : 模倣か創造か 中岡哲郎 日本経済評論社 2002 9784818813953 社会科学 経済
1635 戦時日本の特别会計 柴田善雅 日本経済評論社 2002 9784818814004 社会科学 経済

1636 キリスト教社会主義と協同組合 : E.V. ニールの協同居住福祉論 中川雄一郎 日本経済評論社 2002 9784818814134 社会科学 経済

1637 ドル体制とユーロ, 円 奥田宏司 日本経済評論社 2002 9784818814141 社会科学 経済
1638 決済システムと銀行・中央銀行 吉田暁 日本経済評論社 2002 9784818814165 社会科学 経済
1639 重商主義再考 大森郁夫-竹本洋 日本経済評論社 2002 9784818814325 社会科学 経済

1640 国民経済, 国民経済学および方法
Schmoller, Gustav 
von-田村信一

日本経済評論社 2002 9784818814356 社会科学 経済

1641 日本近代の経済政策史的硏究 三和良一 日本経済評論社 2002 9784818814370 社会科学 経済
1642 都市化と在来産業 藤井信幸-中村隆 日本経済評論社 2002 9784818814424 社会科学 経済

1643 人間交易論
Gossen, Hermann 
Heinrich.-池田幸弘

日本経済評論社 2002 9784818814455 社会科学 経済

1644 ルソーの経済哲学
Fridén, Bertil.-鈴
木, 信雄-八幡清
文.-佐藤有史.

日本経済評論社 2003 9784818814486 社会科学 経済



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 55/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

1645 成長と分配 : Growth and distribution
Foley, Duncan K.-
Michl, Thomas R.-
佐藤良一-笠松学

日本経済評論社 2002 9784818814554 社会科学 経済

1646
市場の創出 : 現代フランス経済史 = La création d'un marché : histoire é
conomique et sociale de la France aux XIXe et XXe siècles

Lévy-Leboyer, 
Maurice.-中山裕史

日本経済評論社 2003 9784818814660 社会科学 経済

1647 オーストリア学派の経済学 : 体系的序說 橋本努-尾近裕幸 日本経済評論社 2003 9784818814929 社会科学 経済

1648 日英兵器産業とジーメンス事件 : 武器移転の国際経済史
奈倉文二-小野塚
知二-横井勝彦

日本経済評論社 2003 9784818815049 社会科学 経済

1649 戦前日本農業政策史の研究 : 1920-1945 平賀明彦 日本経済評論社 2003 9784818815339 社会科学 経済

1650 空間の社会経済学 山田良治-大泉英 日本経済評論社 2003 9784818815391 社会科学 経済

1651 政治としての経済計画
星野進保-総合研
究開発機構 

日本経済評論社 2003 9784818815537 社会科学 経済

1652 コーヒーと南北問題 : 「キリマンジャロ」のフードシステム 辻村英之 日本経済評論社 2004 9784818815704 社会科学 経済

1653
近代流通組織化政策の史的展開 : 埼玉における産地織物業の同業組
合・産業組合分析

白戶伸一 日本経済評論社 2004 9784818815766 社会科学 経済

1654
貨幣・利子および資本 : 貨幣的経済理論入門 = Money, interest, and 
capital

Rogers, Colin-貨幣
的経済理論研究会.

日本経済評論社 2004 9784818815827 社会科学 経済

1655 地域開発の来歴 : 太平洋岸ベルト地帯構想の成立 藤井信幸 日本経済評論社 2004 9784818815889 社会科学 経済

1656 経済成長と分配理論 : 理論経済学続論
Kaldor, Nicholas-高
木邦彦-笹原昭五

日本経済評論社 1989 9784818816015 社会科学 経済

1657 社会的富の数学的理論
Walras, Léon-柏崎
利之輔.

日本経済評論社 1984 9784818816268 社会科学 経済

1658 貨幣及び流通手段の理論
Von Mises, Ludwig-
東米雄.

日本経済評論社 1980 9784818816305 社会科学 経済

1659 利子論
Fisher, Irving-気賀
健三-気賀勘重

日本経済評論社 1980 9784818816329 社会科学 経済

1660 イギリス多国籍銀行史 : 1830--2000年
Jones, Geoffrey-正
田繁-坂本恒夫

日本経済評論社 2007 9784818817050 社会科学 経済

1661 日本の経済思想世界 : 「十九世紀」の企業者・政策者・知識人 川口浩 日本経済評論社 2004 9784818817074 社会科学 経済

1662 経済学の現在 : 1 塩沢由典. 日本経済評論社 2004 9784818817081 社会科学 経済
1663 ラテンアメリカ開発の思想 今井圭子. 日本経済評論社 2004 9784818817197 社会科学 経済
1664 経済学の現在 : 2 吉田雅明. 日本経済評論社 2005 9784818817319 社会科学 経済
1665 南洋日系栽培会社の時代 柴田善雅 日本経済評論社 2005 9784818817326 社会科学 経済

1666 日本電気事業経営史 : 9電力体制の時代 中瀬哲史 日本経済評論社 2005 9784818817371 社会科学 経済

1667 オーストラリアの金融・経済の発展 石田高生 日本経済評論社 2005 9784818817470 社会科学 経済

1668 戦間期の日本農村社会 : 農民運動と産業組合 森武麿 日本経済評論社 2005 9784818817500 社会科学 経済

1669 日英兵器産業史 : 武器移転の経済史的研究
橫井勝彦-奈倉文
二

日本経済評論社 2005 9784818817517 社会科学 経済
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1670 北米における総合商社の活動 : 1896--1941年の三井物産 上山和雄 日本経済評論社 2005 9784818817586 社会科学 経済

1671 黎明期の経済学 坂本達哉 日本経済評論社 2005 9784818817609 社会科学 経済
1672 経済学の古典的世界 : 1 鈴木信雄 日本経済評論社 2005 9784818817654 社会科学 経済
1673 三菱財閥の不動産経営 旗手勲 日本経済評論社 2005 9784818817753 社会科学 経済
1674 丸山眞男とマルクスのはざまで 田口富久治 日本経済評論社 2005 9784818817784 社会科学 経済
1675 経済学の古典的世界 : 2 大森郁夫 日本経済評論社 2005 9784818817890 社会科学 経済
1676 戦前期三井物産の財務 麻島昭一 日本経済評論社 2005 9784818817951 社会科学 経済

1677 数量調整の経済理論 : 品切回避行動の動学分析 森岡真史 日本経済評論社 2005 9784818817975 社会科学 経済

1678 社会主義と経済学 大田一廣. 日本経済評論社 2005 9784818817999 社会科学 経済
1679 経済思想のドイツ的伝統 八木紀一郎 日本経済評論社 2006 9784818818118 社会科学 経済
1680 総合農協の構造と採算問題 坂内久 日本経済評論社 2006 9784818818163 社会科学 経済

1681 19世紀日本の商品生産と流通 : 農業・農産加工業の発展と地域市場 井奥成彦 日本経済評論社 2006 9784818818170 社会科学 経済

1682 日英経済史 横井勝彦 日本経済評論社 2006 9784818818187 社会科学 経済
1683 経済成長と所得分配 池田毅 日本経済評論社 2006 9784818818200 社会科学 経済
1684 20世紀の経済学の諸潮流 橋本努 日本経済評論社 2006 9784818818224 社会科学 経済

1685 資本主義史の連続と断絶 : 西欧的発展とドイツ 柳沢治 日本経済評論社 2006 9784818818255 社会科学 経済

1686 日本の経済思想 : 1 大森郁夫 日本経済評論社 2006 9784818818521 社会科学 経済
1687 戦時日本の経済再編成 山崎志郎-原朗. 日本経済評論社 2006 9784818818545 社会科学 経済
1688 階層化する労働と生活 本問照光 日本経済評論社 2006 9784818818767 社会科学 経済
1689 日本の経済思想 : 2 鈴木信雄 日本経済評論社 2006 9784818818781 社会科学 経済
1690 日本カメラ産業の変貌とダイナミズム 木暮雅夫-矢部洋 日本経済評論社 2006 9784818818880 社会科学 経済

1691 非西欧圈の経済学 : 土着・伝統的経済思想とその変容 八木紀一郎 日本経済評論社 2007 9784818818897 社会科学 経済

1692 新自由主義と戦後資本主義 : 欧米における歴史的経験 権上康男 日本経済評論社 2006 9784818818910 社会科学 経済

1693 リカードの経済理論 : 価値・分配・成長の比較静学分析動学分析 福田進治. 日本経済評論社 2006 9784818818958 社会科学 経済

1694 マルサスと同時代人たち
柳田芳伸-出雲雅
志.-飯田裕康

日本経済評論社 2006 9784818819030 社会科学 経済

1695 繊維産業の盛衰と産地中小企業 : 播州先染織物業における競争・協調 大田康博 日本経済評論社 2007 9784818819160 社会科学 経済

1696 韓国財閥史の研究 : 分断体制資本主義と韓国財閥 鄭章淵 日本経済評論社 2007 9784818819207 社会科学 経済

1697 満州企業史研究 鈴木邦夫 日本経済評論社 2007 9784818819221 社会科学 経済

1698
アメリカン・グローバリズム : 水平な競争と拡大する格差 = American 
globalism

中本悟 日本経済評論社 2007 9784818819290 社会科学 経済

1699
中国経済論 : 高度成長のメカニズムと課題 = The Chinese economy : 
mechanism of its rapid growth

周牧之 日本経済評論社 2007 9784818819344 社会科学 経済

1700 都市の展開と土地所有 : 明治維新から高度成長期までの大阪都心 名武なつ紀 日本経済評論社 2007 9784818819399 社会科学 経済

1701 富の分配
Clark, John Bates-
本鄉亮-田中敏弘

日本経済評論社 2007 9784818819443 社会科学 経済
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1702
近代ロシア農村の社会経済史 : ストルィピン農業改革期の土地利用・土
地所有・協同組合

崔在東. 日本経済評論社 2007 9784818819467 社会科学 経済

1703 増補 満鉄 原田勝正 日本経済評論社 2007 9784818819474 社会科学 経済

1704 消費生活と女性 : ドイツ社会史(1920-70年)の一側面 斎藤晢 日本経済評論社 2007 9784818819511 社会科学 経済

1705 西欧低地諸邦毛織物工業史 : 技術革新と品質管理の経済史 佐藤弘幸 日本経済評論社 2007 9784818819528 社会科学 経済

1706 金融不安定性と景気循環 : Financial dynamics and business cycles
浅田統一郎-
Semmler, Willi.

日本経済評論社 2007 9784818819535 社会科学 経済

1707 貨幣と銀行 : 貨幣理論の再検討 服部茂幸 日本経済評論社 2007 9784818819573 社会科学 経済
1708 アメリカ航空宇宙産業 : 歴史と現在 西川純子 日本経済評論社 2008 9784818819641 社会科学 経済
1709 公私分担と公共政策 金澤史男 日本経済評論社 2008 9784818819696 社会科学 経済
1710 中国占領地日系企業の活動 柴田善雅 日本経済評論社 2008 9784818819719 社会科学 経済

1711 シュンペーターの未来 : マルクスとワルラスのはざまで
Kurz, Heinz-
Dieter.-中山智香子

日本経済評論社 2008 9784818819795 社会科学 経済

1712 東畑精一の経済思想 : 協同組合, 企業者, そして地域 篠崎尚夫 日本経済評論社 2008 9784818819832 社会科学 経済

1713 新興コンツェルンと財閥 : 理論と歴史 下谷政弘 日本経済評論社 2008 9784818819849 社会科学 経済
1714 大塚久雄論 楠井敏朗 日本経済評論社 2008 9784818819993 社会科学 経済

1715 「国富論」とイギリス急進主義
鈴木亮-飯塚正朝-
浜林正夫

日本経済評論社 2009 9784818820142 社会科学 経済

1716 中国初期協同組合史論 : 1911-1928 合作社の起源と初期動態 菊池一隆 日本経済評論社 2008 9784818820173 社会科学 経済

1717 戦間期日本の水産物流通 高宇 日本経済評論社 2009 9784818820180 社会科学 経済
1718 藩陶器専売制と中央市場 山形万里子 日本経済評論社 2008 9784818820227 社会科学 経済

1719 イギリス毛織物工業の展開 : 産業革命への途 坂卷清 日本経済評論社 2009 9784818820272 社会科学 経済

1720 現代中国経済政策史年表 孔麗. 日本経済評論社 2008 9784818820333 社会科学 経済

1721 虛構ビジネス・モデル : 観光・鉱業・金融の大正バブル史 小川功 日本経済評論社 2009 9784818820418 社会科学 経済

1722 イギリス多国籍商社史 : 19・20世紀
Jones, Geoffrey-正
田繁.-坂本恒夫

日本経済評論社 2009 9784818820456 社会科学 経済

1723 ヨーロッパ統合とフランス鉄鋼業 石山幸彦. 日本経済評論社 2009 9784818820500 社会科学 経済
1724 欧州統合の半世紀と東アジア共同体 広田功. 日本経済評論社 2009 9784818820531 社会科学 経済
1725 東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜 日本経済評論社 2009 9784818820609 社会科学 経済

1726 戦間期日本石炭鉱業の再編と産業組織 : カルテルの歴史分析 長廣利崇 日本経済評論社 2009 9784818820623 社会科学 経済

1727 地域経済と産業振興 : 岩手モデルの実証的研究 野崎道哉 日本経済評論社 2009 9784818820630 社会科学 経済

1728 ハイエクの社会理論 : 自生的秩序論の構造 森田雅憲 日本経済評論社 2009 9784818820685 社会科学 経済

1729 戦時金融金庫の研究 : 総動員体制下のリスク管理 山崎志郎 日本経済評論社 2009 9784818820746 社会科学 経済

1730 韓国の経営と労働 禹宗[〓] 日本経済評論社 2010 9784818820760 社会科学 経済

1731 経済の法則を求めて : 近代経済学の群像 柴田敬 日本経済評論社 2009 9784818820869 社会科学 経済

1732 安積開墾の展開過程 : 大久保利通の殖産興業の一事例 矢部洋三 日本経済評論社 2010 9784818820906 社会科学 経済
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1733 シンガポールの工業化政策 : その形成過程と海外直接投資の導入 坪井正雄. 日本経済評論社 2010 9784818820951 社会科学 経済

1734 高度成長始動期の日本経済 原朗. 日本経済評論社 2010 9784818821033 社会科学 経済

1735 金融ビジネスモデルの変遷 : 明治から高度成長期まで
齋藤憲-伊藤正直-
粕谷誠.

日本経済評論社 2010 9784818821064 社会科学 経済

1736 近代日本地方財政史研究 金澤史男 日本経済評論社 2010 9784818821132 社会科学 経済

1737 私的空間と公共性 : 「資本論」から現代をみる 山田良治 日本経済評論社 2010 9784818821262 社会科学 経済

1738 樋田魯一と耕地整理 : 付, 耕地整理大成同盟会々報. 第壹編-第五編 須々田黎吉 日本経済評論社 2010 9784818821361 社会科学 経済

1739 戦時日本の金融統制 : 資金市場と会社経理 柴田善雅 日本経済評論社 2011 9784818821408 社会科学 経済

1740 大軍の斥候 : 韓国経済発展の起源
朱益鍾.-金承美.-
堀和生.

日本経済評論社 2011 9784818821460 社会科学 経済

1741 サービス経済化時代の地域構造 加藤幸治 日本経済評論社 2011 9784818821521 社会科学 経済

1742
マルクス = 宇野経済学とともに : Living with Marx and Uno's political 
economy

柴垣和夫 日本経済評論社 2011 9784818821576 社会科学 経済

1743 日本証券史論 : 戦前期市場制度の形成と発展 小林和子 日本経済評論社 2012 9784818822009 社会科学 経済

1744
通貨統合の歴史的起源 : 資本主義世界の大転換とヨーロッパの選択 = 
Historical origin of European monetary integration : policy choices of 
European countries in the great transformation of capitalism

権上康男 日本経済評論社 2013 9784818822566 社会科学 経済

1745 なぜ地球の生きものを守るのか
矢原徹一-宮下直.-
日本生態学会.

文一総合出版 2010 9784829901472 社会科学 経済

1746 保全と復元の生物学 : 野生生物を救う科学的思考 種生物学会. 文一総合出版 2002 9784829921708 社会科学 経済

1747
保全生態学入門 : 遺伝子から景観まで : 生物多様性を守るために = An 
introduction to conservation biology : from gene to landscape

鷲谷いづみ-矢原
徹一

文一総合出版 1996 9784829930397 社会科学 経済

1748 歴史の中の貨幣 : 貨幣とは何か 楊枝嗣朗 文眞堂 2012 9784830947582 社会科学 経済

1749 現代ＡＳＥＡＮ経済論
石川幸一, 朽木昭
文, 清水一史

文眞堂 2015 9784830948756 社会科学 経済

1750
グロ－バル銀行業界の課題と展望：欧米アジアの大手銀行とビジネスモ
デルの行方

新形敦 文眞堂 2015 9784830948763 社会科学 経済

1751 経営学と文明の転換：知識経営論の系譜とその批判的研究 藤沼司 文眞堂 2015 9784830948800 社会科学 経済

1752 企業の持続性と組織変革 槇谷正人 文眞堂 2016 9784830948817 社会科学 経済

1753
生命保険企業のグロ－バル経営戦略：欧米系有力企業のアジア事業展
開を中心として

平賀富一 文眞堂 2016 9784830948824 社会科学 経済

1754
経営倫理とプラグマティズム：ジョン・デュ－イの思想に依拠した序説的考
察

岩田浩 文眞堂 2016 9784830948855 社会科学 経済

1755 外資の経営史
橘川武郎, 金花, 井
岡佳代子

文眞堂 2016 9784830948879 社会科学 経済
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1756 日本企業のアジアＦＴＡ活用戦略：ＴＰＰ時代のＦＴＡ活用に向けた指針
助川成也, 高橋俊
樹

文眞堂 2016 9784830948886 社会科学 経済

1757 現代日本経済の論点：岐路に立つニッポン
馬田啓一, 大川昌
利

文眞堂 2016 9784830948909 社会科学 経済

1758 組織の罠：人間行動の現実
クリス・アージリス 
[原著]
河野昭三 監訳

文眞堂 2016 9784830949005 社会科学 経済

1759 東芝事件と「守りのガバナンス」 今井祐 文眞堂 2016 9784830949036 社会科学 経済

1760 アジア系アメリカ人の光と陰：アジア系アメリカ移民の歴史

スーチェン・チャン
トーマス・J.アーチ
ディコン纂
住居広士 訳

大学教育出版 2010 9784864290036 社会科学 経済

1761 教養系の国際経済論―総合理解から次の一歩まで― 坂元浩一 大学教育出版 2012 9784864291286 社会科学 経済

1762 資源争奪戦時代―なぜ今オーストラリアか？― 田中豊裕 大学教育出版 2012 9784864291576 社会科学 経済

1763 中国 岐路に立つ経済大国―四半世紀の中国を見て― 中藤康俊 大学教育出版 2012 9784864291798 社会科学 経済

1764
成熟経済下における日本金融のあり方―豊かさを実感できる社会のため
に―

前田拓生 大学教育出版 2013 9784864292016 社会科学 経済

1765 1次関数で学ぶ経済学 増田辰良 大学教育出版 2013 9784864292108 社会科学 経済

1766 発明への誘い―日本のイノベーション事例にみる創造の技法― 加藤直規 大学教育出版 2013 9784864292207 社会科学 経済

1767 知的資産経営の実践 ―潜在価値を見つけ、育て、活かすために― 下村幸喜 大学教育出版 2014 9784864292535 社会科学 経済

1768 荻田保 : 内政史研究会談話速記錄
荻田保-伊藤隆-内
政史研究会.

現代史料出版 2000 9784877850401 社会科学 経済

1769 三好重夫 : 内政史研究会談話速記錄
三好重夫-伊藤隆-
内政史研究会.

現代史料出版 2001 9784877850791 社会科学 経済

1770 桂皋 : 内政史研究会談話速記錄
桂皋-伊藤隆-内政
史研究会.

現代史料出版 2003 9784877851002 社会科学 経済

1771 報酬分配場面における公正認知に関する研究 原田耕太郎 大学教育出版 2006 9784887307018 社会科学 経済

1772 新興市場国サ－ベイ：グロ－バル・スタンダ－ドと構造改革 坂元浩一 大学教育出版 2009 9784887309173 社会科学 経済

1773 世界金融危機：歴史とフィ－ルドからの検証 坂元浩一 大学教育出版 2010 9784887309494 社会科学 経済

1774 地域統合：ヨ－ロッパの経験と東アジア 9784887309661 社会科学 経済

1775 貨幣的経済理論
Davidson, Paul-渡
辺良夫.-金子邦
彦.-原正彥

日本経済評論社 1980 社会科学 経済

1776 巨大企業と寡占 : マクロ動学のミクロ的基礎
Eichner, Alfred S.-
川口弘-緖方俊雄.

日本経済評論社 1983 社会科学 経済

1777 雇用と成長
Kahn, Richard F.-
浅野栄一-袴田兆
彥.

日本経済評論社 1983 社会科学 経済

1778 資本蓄積と所得分配
Harris, Donald J.-
森義隆-馬場義久

日本経済評論社 1983 社会科学 経済
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1779 政治経済学の再構築 : ポスト・ケインズ派経済学入門
Kregel, J. A.-川口
弘-緖方俊雄.-福田
川洋二.

日本経済評論社 1978 社会科学 経済

1780 富の理論の数学的原理に関する研究
Cournot, A. A.-中
山伊知郎

日本経済評論社 1982 社会科学 経済

1781 価値と価格の理論の数学的研究
Fisher, Irving-久武
雅夫

日本経済評論社 1981 社会科学 経済

1782 産業組合総索引 古桑実 日本経済評論社 1979 社会科学 経済

1783 ポリティカル・サイエンス・クラシックス 自民党政権の予算編成
ジョン・C.キャンベ
ル

勁草書房 2014 9784326302352 社会科学 経済

1784 租税法入門 (法学教室ｌｉｂｒａｒｙ) 増井良啓 有斐閣 2014 9784641131675 社会科学 経済

1785 現代租税の理論と思想
宮本憲一, 鶴田廣
巳, 諸富徹

有斐閣 2014 9784641164246 社会科学 経済

1786 日本財政の現代史１ 土建国家の時代１９６０～８５年
井手英策, 諸富徹, 
小西砂千夫 企画編

有斐閣 2014 9784641164413 社会科学 経済

1787 日本財政の現代史３ 構造改革とその行き詰まり２００１年～
井手英策, 諸富徹, 
小西砂千夫 企画編

有斐閣 2014 9784641164420 社会科学 経済

1788 日本財政の現代史２ バブルとその崩壊１９８６～２０００年
井手英策, 諸富徹, 
小西砂千夫 企画編

有斐閣 2014 9784641164444 社会科学 経済

1789 政府資金と地方債 加藤三郎 日本経済評論社 2001 9784818813519 社会科学 経済

1790
近代統計制度の国際比較 : ヨーロッパとアジアにおける社会統計の成立
と展開

安元稔 日本経済評論社 2007 9784818819665 社会科学 統計

1791 地球環境と公共性 : Global environment and publicness 金泰昌.-佐々木毅 東京大学出版会 2002 9784130034197 社会科学 福祉

1792
健康・医療から考える公共性 : Publicness from the perspective of health 
and medical care

金泰昌.-市野川容
孝-京都フォーラム.

東京大学出版会 2006 9784130034395 社会科学 福祉

1793 自殺学 : その治療と予防のために 稲村博 東京大学出版会 1977 9784130600866 社会科学 福祉
1794 犯罪心理学 越智啓太 朝倉書店 2005 9784254526783 社会科学 福祉
1795 生活の経営と福祉 長嶋俊介 朝倉書店 2003 9784254606232 社会科学 福祉
1796 はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行 大月書店 2004 9784272350186 社会科学 福祉
1797 続・はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行 大月書店 2006 9784272350216 社会科学 福祉
1798 デートDVと恋愛 伊田広行 大月書店 2010 9784272350346 社会科学 福祉

1799 戦後史の汚点　レッド・パージ：GHQの指示という「神話」を検証する 明神勲 大月書店 2013 9784272520985 社会科学 福祉

1800 日本医療のゆくえ 水野肇 紀伊國屋書店 1999 9784314008426 社会科学 福祉
1801 社会保障のグランド・デザイン 水野肇 紀伊國屋書店 2000 9784314008761 社会科学 福祉

1802
語られない「子ども」の近代 : 年少者保護制度の歴史社会学 = Unspoken 
childhoods : a historical sociology of modern Japanese juvenile 
protection systems

元森絵里子 勁草書房 2014 9784326102372 社会科学 福祉

1803 新興アジアの貧困削減と制度：行動経済学的視点を据えて 福井清一 勁草書房 2014 9784326503933 社会科学 福祉

1804 社会情報学とその展開
吉田民人
吉田民人論集編集
委員会

勁草書房 2013 9784326602537 社会科学 福祉
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1805 「問い」としての公害：環境社会学者・飯島伸子の思索 友澤悠季 勁草書房 2014 9784326602643 社会科学 福祉

1806 「男らしさ」の快楽：ポピュラ－文化からみたその実態
宮台真司・辻泉・岡
井崇之編

勁草書房 2009 9784326653478 社会科学 福祉

1807 社会福祉の基本と課題 井村圭壯, 相澤譲 勁草書房 2015 9784326700851 社会科学 福祉

1808 大規模災害概論
矢代晴実
林孝幸, 岡崎豪

コロナ社 2014 9784339052404 社会科学 福祉

1809 環境の污染とヒトの健康 : 健康のリスクをどう防ぐ 森澤眞輔 コロナ社 2011 9784339066227 社会科学 福祉

1810 地球環境問題入門 和田武 実教出版 1994 9784407029505 社会科学 福祉
1811 公害とはなにか 戒能通孝 実教出版 1994 9784407029529 社会科学 福祉
1812 いま環境研究に期待すること 鈴木武夫. 実教出版 1994 9784407029536 社会科学 福祉
1813 アメリカの歴史的環境保全 西村幸夫 実教出版 1994 9784407029543 社会科学 福祉

1814 胎児からのメッセージ : 水俣・ヒロシマ・ベトナムから 原田正純 実教出版 1996 9784407029659 社会科学 福祉

1815 環境展望. : 環境保全型社会への日本の選択
「環境展望」編集委
員会.-日本科学者

実教出版 1999 9784407029697 社会科学 福祉

1816 地球温暖化を防止するエネルギー戦略 : 太陽と風は地球環境を救えるか 林智 実教出版 1997 9784407029710 社会科学 福祉

1817
あなたも食べている遺伝子組み換え食品 : ターミネーターテクノロジーの
恐怖

渡辺雄二. 実教出版 1999 9784407029727 社会科学 福祉

1818 2010年地球温暖化防止シナリオ 水谷洋一 実教出版 2000 9784407029741 社会科学 福祉

1819 環境展望. : 環境保全型社会への日本の選択
「環境展望」編集委
員会.-日本科学者

実教出版 2002 9784407029765 社会科学 福祉

1820 工業安全 家崎誠.-內藤道夫. 実教出版 1998 9784407031713 社会科学 福祉
1821 環境科学 金原粲.-渡辺征夫. 実教出版 2006 9784407310740 社会科学 福祉

1822 環境展望. : 地球温暖化, 環境污染を克服しうる社会
「環境展望」編集委
員会.-日本科学者
会議.

実教出版 2007 9784407313529 社会科学 福祉

1823 心理学の新しいかたち8社会心理学の新しいかたち 竹村和久 誠信書房 2004 9784414301595 社会科学 福祉

1824 心理学の新しいかたち10環境心理学の新しいかたち 南博文 誠信書房 2006 9784414301618 社会科学 福祉

1825 多縁社会：自分で選んだ縁で生きていく。
篠原聡子, 空間研
究所, アサツー 
ディ・ケイ

東洋経済新報社 2015 9784492045787 社会科学 福祉

1826 雇用の変容と公的年金：法学と経済学のコラボレ－ション研究 西村淳 東洋経済新報社 2015 9784492701416 社会科学 福祉

1827 東京２０２５ポスト五輪の都市戦略
市川宏雄, 森記念
財団都市戦略研究

東洋経済新報社 2015 9784492762202 社会科学 福祉

1828 大気圈の環境 有田正光-岡本博 東京電機大学出版局 2000 9784501617608 社会科学 福祉

1829 環境問題へのアプローチ
有田正光.-石村多
門.-白川直樹.

東京電機大学出版局 2001 9784501618803 社会科学 福祉

1830 環境科学の基礎 岡本博司. 東京電機大学出版局 2002 9784501619503 社会科学 福祉

1831 社会安全システム : 社会, まち, ひとの安全とその技術 安藤茂樹.-中野潔 東京電機大学出版局 2007 9784501622107 社会科学 福祉

1832 環境科学の基礎 : Basics of environmental science 岡本博司. 東京電機大学出版局 2011 9784501626006 社会科学 福祉

1833 廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷修作 中央経済社 2000 9784502640537 社会科学 福祉
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1834 環境情報の公開と評価 : 環境コミュニケーションとCSR 勝田悟 中央経済社 2004 9784502653308 社会科学 福祉

1835 環境槪論 勝田悟 中央経済社 2006 9784502656804 社会科学 福祉

1836 環境経営イノベーションの理論と実践
岩田裕樹.-大西
靖.-植田和弘.-国

中央経済社 2010 9784502680304 社会科学 福祉

1837 環境経営の経済分析
馬奈木俊介.-国部
克彦.-植田和弘.

中央経済社 2010 9784502680403 社会科学 福祉

1838 医療と社会
山崎美貴子.-滝沢
利行-日野原重明-
井村裕夫.

中山書店 2002 9784521623412 社会科学 福祉

1839 JAイノベーションへの挑戦 : 非営利組織のイノベーション 柳在相. 白桃書房 2009 9784561235149 社会科学 福祉

1840 日本のキャリア研究:組織人のキャリア・ダイナミクス
金井壽宏, 鈴木竜
太

白桃書房 2013 9784561265658 社会科学 福祉

1841 日本のキャリア研究:専門技能とキャリア・デザイン
金井壽宏, 鈴木竜
太

白桃書房 2013 9784561265665 社会科学 福祉

1842
医療システムのモジュール化 : アーキテクチャの発想による地域医療再
生 = Medical system modularity

秋山和宏. 白桃書房 2008 9784561510734 社会科学 福祉

1843 不安定と格差の住宅市場論：住宅市場のガバナンスのために 大泉英次 白桃書房 2013 9784561860488 社会科学 福祉

1844 問題解決のコミュニケーション：学際的アプローチ
鈴木健人, 鈴木健, 
塚原康博

白桃書房 2012 9784561951278 社会科学 福祉

1845 健康の社会史 : 養生, 衛生から健康増進へ 新村拓 法政大学出版局 2006 9784588312106 社会科学 福祉

1846 関東大震災と朝鮮人 琴秉洞.-姜徳相 みすず書房 2004 9784622026068 社会科学 福祉

1847 阿片問題
高橋正衛.-多田井
喜生-岡田芳政

みすず書房 1986 9784622026624 社会科学 福祉

1848 貧乏人の経済学：もういちど貧困問題を根っこから考える
A・V・バナジー, E・
デュフロ [著]
山形浩生 訳

みすず書房 2012 9784622076513 社会科学 福祉

1849 グロ－バリゼ－ションと惑星的想像力：恐怖と癒しの修辞学 下河辺美知子 [著] みすず書房 2015 9784622078791 社会科学 福祉

1850 保育を支援する発達相談 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2013 9784623032396 社会科学 福祉

1851 子どもたちの危機に専門職はどのような支援ができるのか : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2003 9784623037803 社会科学 福祉

1852 子ども虐待と家族 : 谷間の親子の悲しい現実 : 特集
村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623042128 社会科学 福祉

1853 今, 求められている育児・子育て支援 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623042357 社会科学 福祉

1854 新しい時代への子育てと保育の創造 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2005 9784623043354 社会科学 福祉

1855 保育所・幼稚園はどうなる・どうする : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2005 9784623045143 社会科学 福祉

1856 発達と参加を支援する巡回相談 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2006 9784623046997 社会科学 福祉
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1857
認定こども園の可能性 : 特集 / 無藤隆, 渡辺英則, 柴崎正行.  若者が働
くということ : 発達心理学的な視点から : 特集 / 加藤弘通 [and 4 others].  
いま問う, 教育基本法 : 特集 / 平原春好, 佐藤学, 西原博史.

平原春好-加藤弘
通-無藤隆

ミネルヴァ書房 2006 9784623047505 社会科学 福祉

1858 今, 保育者という仕事は : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2009 9784623054763 社会科学 福祉
1859 発達の早期支援に向けて : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2010 9784623059102 社会科学 福祉
1860 社会で働き、生きていくために : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2012 9784623062430 社会科学 福祉
1861 <特集>震災の後を生きる子ども. ミネルヴァ書房. ミネルヴァ書房 2013 9784623065554 社会科学 福祉
1862 これからの保育者の専門性 : 特集. ミネルヴァ書房 2013 9784623065714 社会科学 福祉
1863 子育て支援のこれから : 特集. ミネルヴァ書房 2014 9784623072071 社会科学 福祉

1864
子どものための保育をめざして : 新制度を機に質の向上について考える : 
特集

清水益治-無藤隆 ミネルヴァ書房 2015 9784623073740 社会科学 福祉

1865 地方発! 保育・子育て支援の新たな取り組み : 特集 大豆生田啓友 ミネルヴァ書房 2016 9784623076352 社会科学 福祉

1866 労働法［第6版］ 水町勇一郎 有斐閣 2016 9784641144873 社会科学 福祉

1867 労働法〔第2版〕(有斐閣ストゥディア)
小畑史子, 緒方桂
子, 竹内(奥野)寿

有斐閣 2016 9784641150331 社会科学 福祉

1868 類似性の構造と判断：他者との比較が消費者行動を変える 澁谷覚 有斐閣 2013 9784641164154 社会科学 福祉

1869 法と経済で読みとく雇用の世界：これからの雇用政策を考える［新版］
大内伸哉, 川口大
司

有斐閣 2014 9784641164291 社会科学 福祉

1870 キャリアのみかた：図で見る１１０のポイント［改訂版］
阿部正浩, 松繁寿
和

有斐閣 2014 9784641164383 社会科学 福祉

1871
地球環境「危機」報告 : いまここまできた崩壊の現実 = Global 
environmental "crisis" report : how far are we on the path to 
destruction?

石弘之 有斐閣 2008 9784641173422 社会科学 福祉

1872 生活保障のガバナンス：ジェンダ－とお金の流れで読み解く 大沢真理 有斐閣 2013 9784641173941 社会科学 福祉

1873 福祉政治 : 日本の生活保障とデモクラシー 宮本太郎 有斐閣 2008 9784641178021 社会科学 福祉

1874 社会福祉政策：現代社会と福祉［第3版］(有斐閣アルマ) 坂田周一 有斐閣 2014 9784641220195 社会科学 福祉

1875 高齢者福祉の世界［補訂版］(有斐閣アルマ)
直井道子, 中野いく
子, 和気純子

有斐閣 2014 9784641220256 社会科学 福祉

1876 日本のジェンダーを考える (有斐閣選書) 川口章 有斐閣 2013 9784641281325 社会科学 福祉

1877 明治期の旧藩主家と社会：華士族と地方の近代化 内山一幸 吉川弘文館 2015 9784642038485 社会科学 福祉

1878 明治国家形成と華族 久保正明 吉川弘文館 2015 9784642038508 社会科学 福祉

1879
アクティブ・ラ－ニングで身につけるコミュニケ－ション力：聞く力・話す力・
人間力

切田節子, 長山恵
子

近代科学社 2016 9784764905009 社会科学 福祉

1880 コミュニティのちから : "遠慮がちな" ソーシャル・キャピタルの発見
今村晴彦-金子郁
容-園田紫乃

慶應義塾大学出版会 2010 9784766417524 社会科学 福祉

1881 医療介護の一体改革と財政 権丈善一 慶應義塾大学出版会 2015 9784766421958 社会科学 福祉
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1882 医療介護の一体改革と財政：再分配政策の政治経済学６ 権丈善一 慶應義塾大学出版会 2015 9784766421958 社会科学 福祉

1883 年金、民主主義、経済学：再分配政策の政治経済学７ 権丈善一 慶應義塾大学出版会 2015 9784766421965 社会科学 福祉

1884 現代インドのカ－ストと不可触民：都市下層民のエスノグラフィ－ 鈴木真弥 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422825 社会科学 福祉

1885 熱狂と動員：一九二〇年代中国の労働運動 衛藤安奈 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422856 社会科学 福祉

1886 新訂　統合失調症とのつきあい方 野坂達志 金剛出版 2014 9784772413602 社会科学 福祉

1887 東日本大震災と地域福祉　―次代への継承を探る
日本地域福祉学会
東日本大震災復興
支援・研究委員会

中央法規出版 2015 9784805851951 社会科学 福祉

1888 小山剛の拓いた社会福祉 萩野浩基集 中央法規出版 2016 9784805853191 社会科学 福祉

1889 ソーシャルワークの理論と実践　―その循環的発展を目指して
岡本民夫
平塚良子, 小山隆, 
加藤博史集

中央法規出版 2016 9784805853627 社会科学 福祉

1890 災害・防災の本 : 全情報45/95 日外アソシエーツ. 日外アソシエーツ 1995 9784816913334 社会科学 福祉
1891 災害・防災の本全情報 : 1995-2004 日外アソシエーツ. 日外アソシエーツ 2005 9784816919091 社会科学 福祉

1892 鉄道・航空機事故全史
日外アソシエーツ.-
災害情報センター.

日外アソシエーツ 2007 9784816920431 社会科学 福祉

1893 台風・気象災害全史 : Typhoon + meteorology
宮澤清治-日外アソ
シエーツ.

日外アソシエーツ 2008 9784816921261 社会科学 福祉

1894 産業災害全史 : Industrial disasters 日外アソシエーツ. 日外アソシエーツ 2010 9784816922275 社会科学 福祉
1895 警察調書・予審調書等史料他 松尾貞子-松尾章 日本経済評論社 1985 9784818800694 社会科学 福祉

1896 福祉社会と非営利・協同セクター : ヨーロッパの挑戦と日本の課題
富沢賢治-川口淸
史

日本経済評論社 1999 9784818810761 社会科学 福祉

1897 美濃部都政の福祉政策 : 都制・特別区制改革にむけて 日比野登 日本経済評論社 2002 9784818814226 社会科学 福祉

1898 近代日本公営水道成立史 高寄昇三 日本経済評論社 2003 9784818815438 社会科学 福祉

1899 社会的企業 : 雇用・福祉のEUサードセクター

石塚秀雄-柳沢敏
勝-內山哲朗-
Borzaga, Carlo.-
Defourny, Jacques.

日本経済評論社 2004 9784818815582 社会科学 福祉

1900
食品安全経済学 : 世界の食品リスク分析 = New approaches to food-
safety economics

後藤さとみ.-Huirne, 
Ruud B. M.-松木洋
一

日本経済評論社 2007 9784818818286 社会科学 福祉

1901 シチズンシップと環境 : Citizenship and the environment
Dobson, Andrew.-
桑田学-福士正博

日本経済評論社 2006 9784818819085 社会科学 福祉

1902 西山夘三の住宅・都市論 : その現代的検証
住田昌二-西山夘
三記念すまい・まち
づくり文庫.

日本経済評論社 2007 9784818819351 社会科学 福祉

1903 完全従事社会の可能性 : 仕事と福祉の新構想 福士正博 日本経済評論社 2009 9784818820524 社会科学 福祉

1904 福祉国家と政府間関係 金沢史男 日本経済評論社 2010 9784818821149 社会科学 福祉

1905 ソーシャル・キャピタル論の探究
高崎経済大学附属
産業研究所.

日本経済評論社 2011 9784818821569 社会科学 福祉

1906 看護学生のためのターミナルケア入門 藤腹明子. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1995 9784839204488 社会科学 福祉

1907 セルフヘルプの行動科学
日本保健医療行動
科学会.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1997 9784839204792 社会科学 福祉
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1908 ターミナルケアの行動科学
日本保健医療行動
科学会.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1999 9784839205294 社会科学 福祉

1909 高齢者ケアのマナーブック
守山伸子.-鶴[maki]
温泉病院.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1998 9784839205751 社会科学 福祉

1910 車椅子の視点 : ヘッド・スティックで伝える私の言葉. 茉本亜沙子. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1998 9784839207571 社会科学 福祉

1911 寝たきりにさせないケアと訓練 井口恭一 メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 2000 9784839209216 社会科学 福祉
1912 戦後沖縄の医療 : 私の步んだ道から 照屋寬善 メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1987 9784839210304 社会科学 福祉

1913 老人と語る看護 : 老人ケアワーカーの実践指針 長野勝. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1987 9784839226091 社会科学 福祉

1914 Q & A 日本は沈む? : 地震・火山と防災 山岡耕春. 理工図書 2007 9784844607250 社会科学 福祉
1915 続・多次元のコミュニケーション 長谷川宏司 大学教育出版 2012 9784864291583 社会科学 福祉

1916 社会保障の源流を探る：教典に描かれた貧困観と貧困への対応 増山道康 大学教育出版 2012 9784864291767 社会科学 福祉

1917 マニラの都市底辺層―変容する労働と貧困― 青木秀男 大学教育出版 2013 9784864292368 社会科学 福祉

1918 社会法総論：社会法の基本法理とその現代的展開 柴田滋 大学教育出版 2015 9784864293464 社会科学 福祉

1919
イギリスにおける学習と訓練の公共管理システム：需要主導アプロ－チへ
の転換

白幡真紀 大学教育出版 2015 9784864293549 社会科学 福祉

1920 ケアを生きる私たち
ノートルダム清心女
子大学人間生活学

大学教育出版 2016 9784864293624 社会科学 福祉

1921 社会福祉記事ワ－クブック 松井圭三, 今井慶 大学教育出版 2016 9784864293655 社会科学 福祉

1922 変化を生みだすソ－シャルワ－ク：ヒロシマＭＳＷの生活史から 村上須賀子 大学教育出版 2015 9784864293792 社会科学 福祉

1923 自己と関わりの創造学　第2版 竹村哲 大学教育出版 2016 9784864293976 社会科学 福祉

1924 ＧＯＯＤ　ＣＡＲＥ！！：本当の介護現場
笹山周作
辻尾朋子, 舩木仁

大学教育出版 2016 9784864294133 社会科学 福祉

1925 リサーチ入門―知的な論文・レポートのための 竹田茂生, 藤木清 くろしお出版 2013 9784874245989 社会科学 福祉

1926 コミュニケーションデザイン 西條美紀 くろしお出版 2014 9784874246139 社会科学 福祉
1927 科挙と女性 高峰 大学教育出版 2004 9784887305519 社会科学 福祉

1928 人間的自然と社会環境―人間発達の学をめざして― 浅野慎一 大学教育出版 2005 9784887306257 社会科学 福祉

1929 攻撃と殺人の精神分析 片田珠美 トランスビュー 2005 9784901510318 社会科学 福祉

1930 大人になった障害児 : 長期予後の追跡から 小林提樹 メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1991 社会科学 福祉

1931 教育心理学 鹿毛雅治 朝倉書店 2006 9784254526684 社会科学 教育

1932 生活とあそびで育つ子どもたち：河添理論の保育実践
丸山美和子
今井寿美枝

大月書店 2010 9784272412082 社会科学 教育

1933 民衆は学校とどう向き合ったのか：イギリス教育社会史断章 小野征夫 大月書店 2013 9784272412204 社会科学 教育

1934
人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く：〈研究と就職〉をつなぐ
実践

佐藤裕, 三浦美樹, 
青木深, 一橋大学
学生支援センター

大月書店 2014 9784272412228 社会科学 教育

1935 「はう運動あそび」で育つ子どもたち：河添理論の保育実践パート２ 今井寿美枝 大月書店 2014 9784272412235 社会科学 教育
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1936 地方分権と教育行政 : 少人数学級編制の政策過程 青木栄一 勁草書房 2013 9784326250899 社会科学 教育

1937 勉強と居場所：学校と家族の日韓比較 渡辺秀樹　ほか 勁草書房 2013 9784326250936 社会科学 教育

1938 コメニウスの世界観と教育思想：１７世紀における事物・言葉・書物 北詰裕子 勁草書房 2015 9784326251001 社会科学 教育

1939
コミュニティ・スク－ルのポリティクス：学校運営協議会における保護者の
位置

仲田康一 勁草書房 2015 9784326251049 社会科学 教育

1940 都市とア－キテクチャの教育思想：保護と人間形成のあいだ 山名淳 勁草書房 2015 9784326298822 社会科学 教育

1941 外国人の子どもの不就学 : 異文化に開かれた教育とは 佐久間孝正 勁草書房 2006 9784326298860 社会科学 教育

1942
多文化教育の充実に向けて : イギリスの経験, これからの日本 = 
Multicultural education

佐久間孝正 勁草書房 2014 9784326299058 社会科学 教育

1943 多国籍化する日本の学校：教育グロ－バル化の衝撃 佐久間孝正 勁草書房 2015 9784326299096 社会科学 教育

1944 憲法から大学の現在を問う 矢倉久泰-永井憲 勁草書房 2011 9784326450985 社会科学 教育

1945 格差社会の中の高校生 : 家族・学校・進路選択 中澤涉-藤原翔 勁草書房 2015 9784326602810 社会科学 教育

1946 戦後教育のジェンダー秩序 小山静子 勁草書房 2009 9784326653416 社会科学 教育

1947 なぜ日本の公教育費は少ないのか : 教育の公的役割を問いなおす 中澤涉 勁草書房 2014 9784326653881 社会科学 教育

1948 研究ベース学習 : Research based learning
小山田耕二-持元
江津子-古賀崇-日
置尋久

コロナ社 2011 9784339077933 社会科学 教育

1949 新編特别活動の理論と実践
井出功孝.-笈川達
男.

実教出版 2000 9784407030549 社会科学 教育

1950 敎育システム情報ハンドブック
敎育システム情報
学会.

実教出版 2001 9784407051186 社会科学 教育

1951 教育の方法と技術 山下省蔵. 実教出版 2003 9784407303445 社会科学 教育

1952
大学生の生き方・考え方 : 脫フリーター宣言! = A college student's way of 
life and view

塚谷正彦 実教出版 2004 9784407305418 社会科学 教育

1953 新敎職論 敎職課程研究会. 実教出版 2009 9784407317992 社会科学 教育

1954 心理学の新しいかたち7教育心理学の新しいかたち 鹿毛雅治 誠信書房 2005 9784414301588 社会科学 教育

1955 教育探求の基礎
村田俊明-橋本は
る美

税務経理協会 2012 9784419059156 社会科学 教育

1956 敎育改造論・自由敎育論 小原國芳 玉川大学出版部 1967 9784472022210 社会科学 教育
1957 ペスタロッチを慕いて・敎師道 小原国芳 玉川大学出版部 1954 9784472022319 社会科学 教育
1958 教育の根本問題としての哲学 小原國芳 玉川大学出版部 1954 9784472022418 社会科学 教育
1959 母のための教育学 小原國芳 玉川大学出版部 1975 9784472022517 社会科学 教育
1960 世界教育行脚 小原国芳 玉川大学出版部 1956 9784472022616 社会科学 教育
1961 修身教授革新論 小原國芳 玉川大学出版部 1957 9784472022715 社会科学 教育
1962 理想の学校・教育立国論・道徳教育論 小原国芳 玉川大学出版部 1963 9784472022814 社会科学 教育
1963 思想問題と教育・学校劇論 小原國芳 玉川大学出版部 1963 9784472022913 社会科学 教育

1964 婦人問題と教育・結婚論・日本女性の理想 小原国芳 玉川大学出版部 1963 9784472023019 社会科学 教育

1965 秋吉台の聖者本間先生・玉川塾の教育 小原国芳 玉川大学出版部 1963 9784472023118 社会科学 教育
1966 道徳教授の実際. 小原國芳 玉川大学出版部 1964 9784472023217 社会科学 教育
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1967 道徳教授の実際. 小原国芳 玉川大学出版部 1964 9784472023316 社会科学 教育
1968 塾生に告ぐ 小原国芳 玉川大学出版部 1964 9784472023415 社会科学 教育
1969 教育論文・教育随想. 小原国芳 玉川大学出版部 1964 9784472023514 社会科学 教育
1970 教育論文・教育随想. 小原国芳 玉川大学出版部 1964 9784472023613 社会科学 教育
1971 教育論文・教育随想. 小原国芳 玉川大学出版部 1964 9784472023712 社会科学 教育
1972 教育論文・教育随想. 小原国芳 玉川大学出版部 1965 9784472023811 社会科学 教育
1973 教育論文・教育随想. 小原國芳 玉川大学出版部 1965 9784472023910 社会科学 教育
1974 教育論文・教育随想. 小原国芳 玉川大学出版部 1965 9784472024016 社会科学 教育
1975 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1966 9784472024115 社会科学 教育
1976 教育講演行脚・身辺雑記 2 小原國芳 玉川大学出版部 1966 9784472024214 社会科学 教育
1977 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1966 9784472024313 社会科学 教育
1978 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1966 9784472024412 社会科学 教育
1979 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1967 9784472024511 社会科学 教育
1980 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1967 9784472024610 社会科学 教育
1981 教育講演行脚・身辺雑記. 小原国芳 玉川大学出版部 1969 9784472024719 社会科学 教育
1982 小原國芳自伝 夢みる人 1 小原國芳 玉川大学出版部 1960 9784472024818 社会科学 教育
1983 小原國芳自伝 夢みる人 2 小原國芳 玉川大学出版部 1963 9784472024917 社会科学 教育
1984 小原教育論 小原国芳 玉川大学出版部 1965 9784472025112 社会科学 教育
1985 人間小原論 小原國芳 玉川大学出版部 1965 9784472025211 社会科学 教育
1986 全人教育論・宗教教育論・師道 小原國芳 玉川大学出版部 1975 9784472025310 社会科学 教育
1987 教育論文・教育随想. 小原國芳 玉川大学出版部 1969 9784472025617 社会科学 教育
1988 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1969 9784472025716 社会科学 教育
1989 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1969 9784472025815 社会科学 教育
1990 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1969 9784472025914 社会科学 教育
1991 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1971 9784472026010 社会科学 教育
1992 日本新教育秘史. 小原國芳 玉川大学出版部 1978 9784472026119 社会科学 教育
1993 日本新教育秘史. 小原國芳 玉川大学出版部 1978 9784472026218 社会科学 教育
1994 教育論文・教育随想. 小原國芳 玉川大学出版部 1973 9784472026317 社会科学 教育
1995 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1973 9784472026416 社会科学 教育
1996 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1975 9784472026515 社会科学 教育
1997 教育論文・教育随想. 小原國芳 玉川大学出版部 1978 9784472026614 社会科学 教育
1998 教育講演行脚・身辺雑記. 小原國芳 玉川大学出版部 1977 9784472026713 社会科学 教育
1999 身辺雑記 15・教育随想 10 小原國芳 玉川大学出版部 1978 9784472026812 社会科学 教育
2000 子どもはみんなアーティスト 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058844 社会科学 教育
2001 積木遊び 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058875 社会科学 教育
2002 積木遊びと造形 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058882 社会科学 教育
2003 色面の遊びと造形 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058899 社会科学 教育
2004 点線面の遊びと造形 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058905 社会科学 教育
2005 大学を語る : 22人の学長 天野郁夫. 玉川大学出版部 1997 9784472099816 社会科学 教育
2006 日本的大学像を求めて 天野郁夫. 玉川大学出版部 1991 9784472100611 社会科学 教育
2007 私語研究序說 : 現代教育への警鐘 新堀通也 玉川大学出版部 1992 9784472102219 社会科学 教育
2008 大学教授職の国際比較 江原武一-有本章 玉川大学出版部 1996 9784472107818 社会科学 教育

2009 大学カリキュラムの再編生 : これからの学士教育
井門富二夫-清水
畏三

玉川大学出版部 1997 9784472108112 社会科学 教育

2010 現代の大学・高等教育 : 教育の制度と機能 喜多村和之 玉川大学出版部 1999 9784472110214 社会科学 教育

2011 プロフェッショナルスクール : アメリカの専門職養成 山田礼子. 玉川大学出版部 1998 9784472113512 社会科学 教育

2012 戦後大学改革 羽田貴史 玉川大学出版部 1999 9784472113611 社会科学 教育
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2013 高等教育研究の地平 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 1998 9784472180019 社会科学 教育
2014 ユニバーサル化への道 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 1999 9784472180118 社会科学 教育
2015 日本の大学評価 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2000 9784472180217 社会科学 教育
2016 大学・知識・市場 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2001 9784472180316 社会科学 教育
2017 大学の組織・経営再考 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2002 9784472180323 社会科学 教育
2018 高等教育改革の10年 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2003 9784472180330 社会科学 教育
2019 プロフェッショナル化と大学 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2004 9784472180347 社会科学 教育
2020 学士学位プログラム 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2005 9784472180354 社会科学 教育
2021 連携する大学 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2006 9784472180361 社会科学 教育
2022 高等敎育研究の10年 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2007 9784472180378 社会科学 教育
2023 大学生論 日本高等教育学会. 玉川大学出版部 2008 9784472180385 社会科学 教育
2024 大学改革日本とアメリカ 舘昭 玉川大学出版部 1997 9784472300011 社会科学 教育
2025 変わるニッポンの大学 : 改革か迷走か 苅谷剛彦 玉川大学出版部 1998 9784472301018 社会科学 教育
2026 学長大学改革への挑戦 天野郁夫. 玉川大学出版部 2000 9784472302527 社会科学 教育
2027 未来形の大学 市川昭午 玉川大学出版部 2001 9784472302589 社会科学 教育
2028 「要領よく」生きようとする学生 島田博司 玉川大学出版部 2001 9784472302596 社会科学 教育
2029 大学改革のゆくえ : 模倣から創造ヘ 天野郁夫. 玉川大学出版部 2001 9784472302602 社会科学 教育
2030 大学改革の現場へ 山岸駿介 玉川大学出版部 2001 9784472302619 社会科学 教育
2031 私語への敎育指導 島田博司 玉川大学出版部 2002 9784472302626 社会科学 教育
2032 メール私語の登場 島田博司 玉川大学出版部 2002 9784472302633 社会科学 教育
2033 キャンパスライフの今 : Campus life 武內淸 玉川大学出版部 2003 9784472302763 社会科学 教育
2034 大学改革の海図 矢野真和 玉川大学出版部 2005 9784472302886 社会科学 教育

2035 現代大学の変革と政策 : 歴史的・比較的考察 喜多村和之 玉川大学出版部 2001 9784472401312 社会科学 教育

2036 高等教育と政策評価 喜多村和之 玉川大学出版部 2000 9784472402012 社会科学 教育
2037 戦後大学政策の展開 黒羽亮一 玉川大学出版部 2001 9784472402470 社会科学 教育

2038
ICT を活用した大学授業 : Class with information communication 
technology

小原芳明. 玉川大学出版部 2002 9784472402791 社会科学 教育

2039 大学のカリキュラム改革 : University curriculum reforms 有本章 玉川大学出版部 2003 9784472402968 社会科学 教育

2040 大学授業を活性化する方法 杉江修治 玉川大学出版部 2004 9784472403002 社会科学 教育
2041 アジア・オセアニアの高等敎育 馬越徹 玉川大学出版部 2004 9784472403132 社会科学 教育

2042 地域社会に貢献する大学
山田礼子-出相泰
裕.-相原総一郎-経
済協力開発機構.

玉川大学出版部 - Tamagawa University Press 2005 9784472403200 社会科学 教育

2043 戦後日本の高等教育改革政策 : 「教養教育」の構築
土持, ゲーリー法
一.

玉川大学出版部 2006 9784472403279 社会科学 教育

2044 大学改革の社会学 : Sociology of university reform 天野郁夫. 玉川大学出版部 2006 9784472403286 社会科学 教育

2045 TA 実践ガイドブック : ティーチングアシスタント
瀬名波栄潤-西森
敏之-小笠原正明

玉川大学出版部 2006 9784472403361 社会科学 教育

2046 授業評価活用ハンドブック 山地弘起 玉川大学出版部 2007 9784472403378 社会科学 教育

2047 日本の産学連携
宮田由紀夫-玉井
克哉

玉川大学出版部 2007 9784472403460 社会科学 教育

2048 日本の大学教授市場 山野井敦徳 玉川大学出版部 2007 9784472403477 社会科学 教育

2049
アメリカの学生獲得戦略 : Student recruitment strategies in American 
higher education institutions

山田礼子 玉川大学出版部 2008 9784472403651 社会科学 教育
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2050 変貌する日本の大学教授職 有本章 玉川大学出版部 2008 9784472403811 社会科学 教育

2051 大学 eラーニングの経営戦略 : 成功の条件
中原淳-田口真奈.-
吉田文.

東京電機大学出版局 2005 9784501539009 社会科学 教育

2052 WebCT : 大学を変える e ラーニングコミュニティ エミットジャパン. 東京電機大学出版局 2005 9784501539306 社会科学 教育

2053 E ラーニング専門家のためのインストラクショナルデザイン 斎藤裕.-玉木欽也. 東京電機大学出版局 2006 9784501541200 社会科学 教育

2054 シリアスゲーム : 敎育・社会に役立つデジタルゲーム 藤本徹 東京電機大学出版局 2007 9784501542702 社会科学 教育

2055 E ラーニング活用ガイド
日本イーラーニング
コンソシアム.

東京電機大学出版局 2007 9784501543006 社会科学 教育

2056 E ラーニングのためのメンタリング : 学習者支援の実践
松田岳士.-原田満
里子.

東京電機大学出版局 2007 9784501543105 社会科学 教育

2057
最適モデルによるインストラクショナルデザイン : ブレンド型 e ラーニング
の効果的な手法

鈴木克明-久保田
賢一.-鄭仁星.

東京電機大学出版局 2008 9784501543907 社会科学 教育

2058 学びとコンピュータハンドブック : Learning and ICT handbook 佐伯胖-CIEC. 東京電機大学出版局 2008 9784501544201 社会科学 教育

2059
これ一冊でわかる eラーニング専門家の基本 : ICT・ID・著作権から資格
取得準備まで

大沼博靖.-玉木欽
也.

東京電機大学出版局 2010 9784501547608 社会科学 教育

2060 アメリカ高等教育における eラーニング : 日本への教訓 吉田文. 東京電機大学出版局 2003 9784501619800 社会科学 教育

2061 フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のための学び方ワークブック
初年次教育テキス
ト編集委員会.

東京電機大学出版局 2009 9784501624606 社会科学 教育

2062
大学力を高める eポートフォリオ : エビデンスに基づく教育の質保証をめ
ざして

小村道昭.-小川賀
代.

東京電機大学出版局 2012 9784501627409 社会科学 教育

2063 競争力強化に向けた産学官連携マネジメント
西尾好司.-長平彰
夫

中央経済社 2006 9784502387104 社会科学 教育

2064 産学官連携活動の実際 大阪府立大学. 中央経済社 2008 9784502396809 社会科学 教育

2065 ファカルティ・ディベロプメント. : Faculty development 洞口治夫 白桃書房 2008 9784561550716 社会科学 教育

2066 ある養護学校の「保育」 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623041992 社会科学 教育
2067 「生活の場」としての学校 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2005 9784623044023 社会科学 教育
2068 特别支援教育の今 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2005 9784623044610 社会科学 教育
2069 教師のうつ : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2006 9784623046508 社会科学 教育
2070 特別支援教育のこれから : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2009 9784623055234 社会科学 教育
2071 他者と学ぶ, 他者に学ぶ : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2011 9784623059829 社会科学 教育

2072 「教える」とは何か : 学校の先生を応援する : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2012 9784623063437 社会科学 教育

2073 哲学と大学 西山雄二 未來社 2009 9784624011796 社会科学 教育
2074 明治維新と教育 大久保利謙 吉川弘文館 1987 9784642041751 社会科学 教育
2075 大学の反省 猪木武徳 NTT出版 2009 9784757141025 社会科学 教育
2076 テレビ的教養 : 一億総博知化への系譜 佐藤卓己 NTT出版 2008 9784757141056 社会科学 教育

2077
はじめての留学スーパーガイド : 留学のメリット・デメリットから実現まで, 
基礎知識と実現ノウハウをガイダンス

アルク留学研究会. アルク 2009 9784757415768 社会科学 教育
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2078
海外の大学・大学院で授業を受ける技術 : 留学前・留学中に知っておきた
い「技術」を詳しく紹介!

Kawate-
Mierzejewska, 
Megumi.

アルク 2009 9784757416079 社会科学 教育

2079 福澤諭吉と自由主義 : 個人・自治・国体 安西敏三 慶應義塾大学出版会 2007 9784766413526 社会科学 教育

2080
アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 = Academic skills 
: note-taking, information literacy, critical reading, making presentations, 
writing papers, etc.

佐藤望-近藤明彦-
横山千晶-湯川武

慶應義塾大学出版会 2012 9784766419603 社会科学 教育

2081 キャリア教育論：仕事・学び・コミュニティ
荒木淳子, 伊達洋
駆, 松下慶太

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422313 社会科学 教育

2082
子どものこころと体シリ－ズ　アレルギ－の子どもの学校生活：学校の先
生にも知ってほしい

西間三馨 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422375 社会科学 教育

2083 教科教育百年史 奥田真丈.-生江義 建帛社 1985 9784767970219 社会科学 教育
2084 大学史および大学史活動の研究 鈴木秀幸 日本経済評論社 2010 9784818821095 社会科学 教育
2085 幕末維新期地域教育文化研究 鈴木秀幸. 日本経済評論社 2010 9784818821125 社会科学 教育

2086 子どもの未来づくり　幼児の体育
前橋明
さわだスポーツクラ
ブ

大学教育出版 2010 9784864290210 社会科学 教育

2087 幼児のリズム運動 日本幼児体育学会 大学教育出版 2012 9784864291163 社会科学 教育

2088 知的障害児の教育　第２版

ノートルダム清心女
子大学人間生活学
部児童学科治療教
育学・児童福祉学
研究室
本保恭子, 中内み
さ, 東俊一, 青山新

大学教育出版 2012 9784864291514 社会科学 教育

2089
中国労農教育政策の形成と展開―解放後の国家政策における人材観を
中心に―

王国輝 大学教育出版 2012 9784864291613 社会科学 教育

2090 高等教育機関の発展―グローバルな視点からのアプローチ―
D. ガマゲー, 植山
剛行
植山剛行 訳

大学教育出版 2012 9784864291620 社会科学 教育

2091 憲法と学校教育 大西斎 大学教育出版 2012 9784864291651 社会科学 教育
2092 学校組織の信頼 露口健司 大学教育出版 2012 9784864291682 社会科学 教育
2093 産業教育・職業教育学ハンドブック 日本産業教育学会 大学教育出版 2013 9784864291699 社会科学 教育

2094 保育の中の子ども達―ともに歩む日々―

くすの木福祉会中
山保育園
伊藤美保子, 西隆
太朗

大学教育出版 2012 9784864291835 社会科学 教育

2095 エッセンシャル特別支援教育コーディネーター［第2版］
武藏博文, 惠羅修
吉

大学教育出版 2013 9784864292030 社会科学 教育

2096
改革開放後中国の愛国主義教育―社会の近代化と徳育の機能をめぐっ
て―

武小燕 大学教育出版 2013 9784864292498 社会科学 教育
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2097 学問キャリアの作り方

小林弘司, ジャヤ
セーナ・パスマシリ, 
鈴木絢女, 藤野友
和, 望月俊孝, 渡邉

大学教育出版 2014 9784864292603 社会科学 教育

2098 教職実践演習・教育実習指導―ロールプレイ・ロールレタリング対応― 梨木昭平 大学教育出版 2015 9784864292979 社会科学 教育

2099 人間教育を視点にした教職入門 中田正浩 大学教育出版 2014 9784864293013 社会科学 教育
2100 児童文化の中に見られる言語表現 三宅光一 大学教育出版 2014 9784864293143 社会科学 教育

2101 学校運営協議会の導入による学校教育の改善過程に関する研究 大林正史 大学教育出版 2015 9784864293174 社会科学 教育

2102
教師と子どもの共同による学びの創造 ―特別支援教育の授業づくりと主
体性―

成田孝, 廣瀬信雄, 
湯浅恭正

大学教育出版 2015 9784864293471 社会科学 教育

2103 大学の戦略的経営手法 岩崎保道 大学教育出版 2016 9784864293587 社会科学 教育
2104 大学の戦略的経営手法 岩崎保道 大学教育出版 2016 9784864293587 社会科学 教育
2105 「教え人」「学び人」のコミュニケーション 長谷川宏司 大学教育出版 2016 9784864293877 社会科学 教育
2106 幼児体育　理論と実践［初級］　第5版 日本幼児体育学会 大学教育出版 2016 9784864293907 社会科学 教育
2107 中国都市部における社区教育政策 馬麗華 大学教育出版 2016 9784864293990 社会科学 教育
2108 世界の生涯学習―現状と課題― 新海英行, 松田武 大学教育出版 2016 9784864294034 社会科学 教育

2109 最新 特別活動論
原田恵理子, 高橋
知己, 森山賢一, 
加々美肇

大学教育出版 2016 9784864294041 社会科学 教育

2110 はじめての人のためのアクティブ・ラーニングへの近道 三崎隆 大学教育出版 2016 9784864294072 社会科学 教育

2111 明日から使える『学び合い』の達人技術 三崎隆 大学教育出版 2016 9784864294089 社会科学 教育
2112 国語を教える文法の底力 山田敏弘 くろしお出版 2009 9784874244494 社会科学 教育

2113 国語教師が知っておきたい日本語音声・音声言語　改訂版 山田敏弘 くろしお出版 2013 9784874245835 社会科学 教育

2114 現代教育と教師
榊達雄, 酒井博世, 
笠井尚

大学教育出版 2006 9784887306844 社会科学 教育

2115 幼少児のためのティーボールあそび 前橋明 大学教育出版 2007 9784887307070 社会科学 教育
2116 障害児授業実践の教授学的研究 湯浅恭正 大学教育出版 2006 9784887307353 社会科学 教育
2117 幼児の器械運動あそび 梶谷信之, 梶谷み 大学教育出版 2007 9784887307858 社会科学 教育

2118 F. フレーベルのヒントによる ボールあそびと手あそびの歌
千種民江, 熊谷美
智代

大学教育出版 2008 9784887308138 社会科学 教育

2119 充実した大学生活のために：先人の智恵に学ぶ 岩附正明 大学教育出版 2009 9784887308862 社会科学 教育

2120 リテラシーの地平―読み書き能力の教育哲学― 小柳正司 大学教育出版 2010 9784887309463 社会科学 教育

2121
韓国の教育格差と教育政策―韓国の社会教育・生涯教育政策の歴史的
展開と構造的特質―

尹敬勲 大学教育出版 2010 9784887309609 社会科学 教育

2122 西洋世界と日本の近代化：教育文化交流史研究
加藤詔士, 吉川卓
治

大学教育出版 2010 9784887309968 社会科学 教育

2123 生きる力をからだで学ぶ 鳥山敏子 トランスビュー 2001 9784901510035 社会科学 教育
2124 「悪女」論 田中貴子 紀伊國屋書店 1992 9784314005784 社会科学 風俗習慣
2125 日本人の葬儀 新谷尚紀 紀伊國屋書店 1992 9784314005791 社会科学 風俗習慣
2126 インドの說話 岩本裕 紀伊國屋書店 1994 9784314006156 社会科学 風俗習慣
2127 葬送の倫理 久野昭 紀伊國屋書店 1994 9784314006675 社会科学 風俗習慣
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2128 龍の起源 荒川紘 紀伊國屋書店 1996 9784314007269 社会科学 風俗習慣

2129 毛皮と人間の歴史 : Fur in mankind history 西村三郎 紀伊國屋書店 2003 9784314009300 社会科学 風俗習慣

2130 コスメの時代 : 「私遊び」の現代文化論 米澤泉 勁草書房 2008 9784326653386 社会科学 風俗習慣

2131 ビジネス社会で成功する & マナーとスキル 榊原省吾. 実教出版 2010 9784407319224 社会科学 風俗習慣

2132 クリスマスの文化史 若林ひとみ. 白水社 2004 9784560040751 社会科学 風俗習慣
2133 十二支考 南方熊楠 平凡社 1971 9784582429015 社会科学 風俗習慣
2134 南方閑話, 南方随筆, 続南方随筆 南方熊楠 平凡社 1971 9784582429022 社会科学 風俗習慣
2135 雑誌論考 : I. 南方熊楠 平凡社 1971 9784582429039 社会科学 風俗習慣
2136 雑誌論考 : II. 南方熊楠 平凡社 1972 9784582429046 社会科学 風俗習慣
2137 雑誌論考 : III Minakata, 平凡社 1972 9784582429053 社会科学 風俗習慣
2138 新聞隨筆, 未発表手稿 南方熊楠 平凡社 1973 9784582429060 社会科学 風俗習慣
2139 書簡 南方熊楠 平凡社 1971 9784582429077 社会科学 風俗習慣

2140 書簡 : II, 柳田国男宛書簡, 高木敏雄宛書簡. 南方熊楠 平凡社 1972 9784582429084 社会科学 風俗習慣

2141 書簡 : III, 岩田準一宛書簡, 植物学関係書簡. 南方熊楠 平凡社 1973 9784582429091 社会科学 風俗習慣

2142 英訳方丈記 : 英文論考・初期文集他 南方熊楠 平凡社 1973 9784582429107 社会科学 風俗習慣
2143 書簡補遺, 論考補遺 南方熊楠 平凡社 1974 9784582429114 社会科学 風俗習慣
2144 日記, 年譜, 著述目錄, 総索引 南方熊楠 平凡社 1975 9784582429121 社会科学 風俗習慣

2145 ピダハン：「言語本能」を超える文化と世界観
ダニエル・L. エヴェ
レット [著]
屋代通子 訳

みすず書房 2012 9784622076537 社会科学 風俗習慣

2146 一つの日本文化論 有賀喜左衛門 未來社 1981 9784624220068 社会科学 風俗習慣

2147 ［新版］日本の民話　第1巻　信濃の民話
瀬川拓男, 松谷み
よ子

未來社 2015 9784624935016 社会科学 風俗習慣

2148 ［新版］日本の民話　第2巻　岩手の民話
深沢紅子, 佐々木
望

未來社 2015 9784624935023 社会科学 風俗習慣

2149 ［新版］日本の民話　第3巻　越後の民話　第1集 水澤謙一 未來社 2015 9784624935030 社会科学 風俗習慣

2150 ［新版］日本の民話　第4巻　伊豆の民話 岸なみ 未來社 2015 9784624935047 社会科学 風俗習慣

2151 ［新版］日本の民話　第5巻　讃岐の民話 武田明 未來社 2015 9784624935054 社会科学 風俗習慣

2152 ［新版］日本の民話　第6巻　出羽の民話 沢渡吉彦 未來社 2015 9784624935061 社会科学 風俗習慣

2153 ［新版］日本の民話　第7巻　津軽の民話 斎藤正 未來社 2015 9784624935078 社会科学 風俗習慣

2154 ［新版］日本の民話　第8巻　阿波の民話　第1集
湯浅良幸, 緒方啓
郎

未來社 2015 9784624935085 社会科学 風俗習慣

2155 ［新版］日本の民話　第9巻　伊豫の民話 武田明 未來社 2015 9784624935092 社会科学 風俗習慣

2156 ［新版］日本の民話　第10巻　秋田の民話
瀬川拓男, 松谷み
よ子

未來社 2015 9784624935108 社会科学 風俗習慣

2157 ［新版］日本の民話　第11巻　沖縄の民話 伊波南哲 未來社 2015 9784624935115 社会科学 風俗習慣

2158 ［新版］日本の民話　第12巻　出雲の民話
石塚尊俊, 岡義重, 
小汀松之進

未來社 2015 9784624935122 社会科学 風俗習慣
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2159 ［新版］日本の民話　第13巻　福島の民話　第1集 片平幸三 未來社 2015 9784624935139 社会科学 風俗習慣

2160 ［新版］日本の民話　第14巻　日向の民話　第1集 比江島重孝 未來社 2015 9784624935146 社会科学 風俗習慣

2161 ［新版］日本の民話　第15巻　飛騨の民話 江馬三枝子 未來社 2015 9784624935153 社会科学 風俗習慣

2162 ［新版］日本の民話　第16巻　大阪の民話 二反長半 未來社 2015 9784624935160 社会科学 風俗習慣

2163 ［新版］日本の民話　第17巻　甲斐の民話 土橋里木 未來社 2015 9784624935177 社会科学 風俗習慣

2164 ［新版］日本の民話　第18巻　佐渡の民話　第1集 浜口一夫 未來社 2015 9784624935184 社会科学 風俗習慣

2165 ［新版］日本の民話　第19巻　神奈川の民話 安池正雄 未來社 2015 9784624935191 社会科学 風俗習慣

2166 ［新版］日本の民話　第20巻　上州の民話　第1集 小野忠孝 未來社 2015 9784624935207 社会科学 風俗習慣

2167 ［新版］日本の民話　第21巻　加賀・能登の民話　第1集 清酒時男 未來社 2015 9784624935214 社会科学 風俗習慣

2168 ［新版］日本の民話　第22巻　安芸・備後の民話　第1集 垣内稔 未來社 2015 9784624935221 社会科学 風俗習慣

2169 ［新版］日本の民話　第23巻　安芸・備後の民話　第2集 垣内稔 未來社 2015 9784624935238 社会科学 風俗習慣

2170 ［新版］日本の民話　第24巻　宮城の民話 山田野理夫 未來社 2015 9784624935245 社会科学 風俗習慣

2171 ［新版］日本の民話　第25巻　兵庫の民話
宮崎修二朗, 徳山
静子

未來社 2015 9784624935252 社会科学 風俗習慣

2172 ［新版］日本の民話　第26巻　房総の民話 高橋在久 未來社 2015 9784624935269 社会科学 風俗習慣

2173 ［新版］日本の民話　第27巻　肥後の民話 荒木精之 未來社 2015 9784624935276 社会科学 風俗習慣

2174 斉民要術　現存する最古の料理書
田中静一, 小島麗
逸, 太田泰弘訳

雄山閣出版 1997 9784639014706 社会科学 風俗習慣

2175 墓の民俗学 岩田重則 吉川弘文館 2003 9784642042703 社会科学 風俗習慣
2176 日本古代の喪葬儀礼と律令制 稲田奈津子 吉川弘文館 2015 9784642046251 社会科学 風俗習慣

2177 殺生と往生のあいだ：中世仏教と民衆生活（歴史文化ライブラリ－） 苅米一志 吉川弘文館 2015 9784642058148 社会科学 風俗習慣

2178 番茶と庶民喫茶史（日本歴史民俗叢書） 中村羊一郎 吉川弘文館 2015 9784642074124 社会科学 風俗習慣

2179 歴史と日本民俗学：課題と方法 福田アジオ 吉川弘文館 2016 9784642082006 社会科学 風俗習慣

2180 ファッションと身体
Entwistle, Joanne.-
鈴木信雄

日本経済評論社 2005 9784818817555 社会科学 風俗習慣

2181 旅のはじまりと文化の生成 大学教育出版編集 大学教育出版 2013 9784864291842 社会科学 風俗習慣

2182 食文化のスタイルデザイン：“地域”と“生活”からのコンテクスト転換
原田保, 庄司真人, 
青山忠靖

大学教育出版 2015 9784864293389 社会科学 風俗習慣

2183 窮乏の民族誌：中部太平洋・キリバス南部環礁の社会生活 風間計博 大学教育出版 2003 9784887305083 社会科学 風俗習慣

2184 聖伝の構造に関する宗教学的研究：聖徳太子伝を中心に 宮本要太郎 大学教育出版 2003 9784887305113 社会科学 風俗習慣
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2185
現代中国地域研究叢書 現代中国の軍事制度：国防費・軍事費をめぐる
党・政・軍関係

土屋貴裕 勁草書房 2015 9784326349012 社会科学 政治･行政

2186 自衛隊史論：政・官・軍・民の６０年 佐道明広 吉川弘文館 2015 9784642038416 社会科学 政治･行政

2187 日米安保と事前協議制度：「対等性」の維持装置 豊田祐基子 吉川弘文館 2015 9784642038430 社会科学 政治･行政

2188 日本上空の米第20航空軍―The 20th AF over Japan―
日笠俊男, 藤本文
昭 訳著

大学教育出版 2007 9784887307827 社会科学 政治･行政

2189 科学の危機と認識論 廣松涉. 紀伊國屋書店 1977 9784314001908 自然科学・数学 その他自然科学

2190 東京の自然史 貝塚爽平 紀伊國屋書店 1979 9784314002493 自然科学・数学 その他自然科学

2191 文明のなかの博物学 : 上, 西欧と日本 西村三郎 紀伊國屋書店 1999 9784314008501 自然科学・数学 その他自然科学

2192 文明のなかの博物学 : 下, 西欧と日本 西村三郎 紀伊國屋書店 1999 9784314008518 自然科学・数学 その他自然科学

2193 数理科学概論 桜井明 東京電機大学出版局 1987 9784501512101 自然科学・数学 その他自然科学

2194 デカルト著作集 : 1. Descartes, René 白水社 2001 9784560025253 自然科学・数学 その他自然科学

2195 デカルト著作集 : 2. Descartes, René 白水社 2001 9784560025260 自然科学・数学 その他自然科学

2196 デカルト著作集 : 3. Descartes, René 白水社 2001 9784560025277 自然科学・数学 その他自然科学

2197 デカルト著作集 : 4. Descartes, René 白水社 2001 9784560025284 自然科学・数学 その他自然科学

2198 研究開発における創造性 河野豊弘. 白桃書房 2009 9784561265030 自然科学・数学 その他自然科学

2199
現代の事例から学ぶサイエンスコミュニケ－ション：科学技術と社会との
かかわり，その課題とジレンマ

ジョン・K・ギルバー
ト, スーザン・ストッ
クルマイヤー
小川義和, 加納圭, 
常見俊直 監訳

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422030 自然科学・数学 その他自然科学

2200 数学史 佐々木力. 岩波書店 2010 9784000055338 自然科学・数学 数学

2201 統計学の基礎. : 線形モデルからの出発
竹村彰通.-甘利俊
一.-谷口正信

岩波書店 2003 9784000068413 自然科学・数学 数学

2202 統計学の基礎. : 統計学の基礎概念を見直す 甘利俊一.-竹內啓 岩波書店 2003 9784000068420 自然科学・数学 数学

2203 モデル選択 : 予測・検定・推定の交差点
下平英寿.-甘利俊
一.

岩波書店 2004 9784000068437 自然科学・数学 数学

2204 階層ベイズモデルとその周辺 : 時系列・画像・認知への応用
石黒真木夫.-甘利
俊一.

岩波書店 2004 9784000068444 自然科学・数学 数学

2205 多変量解析の展開 : 隠れた構造と因果を推理する 甘利俊一 岩波書店 2002 9784000068451 自然科学・数学 数学

2206 パターン認識と学習の統計学 : 新しい槪念と手法
村田昇-津田宏治-
麻生英樹

岩波書店 2003 9784000068468 自然科学・数学 数学

2207 特異モデルの統計学 : 未解決問題への新しい視点
福水健次.-甘利俊
一.

岩波書店 2004 9784000068475 自然科学・数学 数学

2208 経済時系列の統計 : その数理的基礎 刈屋武昭.-甘利俊 岩波書店 2003 9784000068482 自然科学・数学 数学

2209 生物配列の統計 : 核酸・タンパクから情報を読む
岸野洋久-甘利俊
一.-浅井潔

岩波書店 2003 9784000068499 自然科学・数学 数学

2210 言語と心理の統計 : ことばと行動の確率モデルによる分析 金明哲 岩波書店 2003 9784000068505 自然科学・数学 数学

2211 計算統計 汪金芳 岩波書店 2003 9784000068512 自然科学・数学 数学
2212 計算統計 : 2 伊庭幸人.-甘利俊 岩波書店 2005 9784000068529 自然科学・数学 数学
2213 微分と積分. 青本和彦 岩波書店 2003 9784000068710 自然科学・数学 数学
2214 微分と積分. Takahashi, Y. 岩波書店 2003 9784000068727 自然科学・数学 数学
2215 現代解析学への誘い 俣野博 岩波書店 2004 9784000068734 自然科学・数学 数学
2216 複素関数入門 神保道夫 岩波書店 2003 9784000068741 自然科学・数学 数学
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2217 力学と微分方程式 Takahashi, Y. 岩波書店 2004 9784000068758 自然科学・数学 数学
2218 熱・波動と微分方程式 俣野博-神保道夫 岩波書店 2004 9784000068765 自然科学・数学 数学
2219 代数入門 上野健爾 岩波書店 2004 9784000068772 自然科学・数学 数学

2220 数論入門
山本芳彦-
Yamamoto, 
Yoshihiko, 1941-

岩波書店 2003 9784000068789 自然科学・数学 数学

2221 行列と行列式 Sunada, T. 岩波書店 2003 9784000068796 自然科学・数学 数学
2222 幾何入門 Sunada, T. 岩波書店 2004 9784000068802 自然科学・数学 数学
2223 曲面の幾何 Sunada, T. 岩波書店 2004 9784000068819 自然科学・数学 数学
2224 双曲幾何 深谷賢治 岩波書店 2004 9784000068826 自然科学・数学 数学

2225 現代数学の流れ.
上野健爾-神保道
夫-深谷賢治-

岩波書店 2004 9784000068857 自然科学・数学 数学

2226 現代数学の流れ.

青本和彦-Sunada, 
T.-神保道夫-難波
完爾-Kato, K.-
Takahashi, Y.-上野
健爾

岩波書店 2004 9784000068864 自然科学・数学 数学

2227 数学解析 : 上 溝畑茂 朝倉書店 1973 9784254110258 自然科学・数学 数学
2228 数学解析 : 下 溝畑茂 朝倉書店 1973 9784254110265 自然科学・数学 数学
2229 微分・積分 30講 志賀浩二 朝倉書店 1988 9784254114768 自然科学・数学 数学
2230 線形代数 30講 志賀浩二 朝倉書店 1988 9784254114775 自然科学・数学 数学
2231 集合への 30講 志賀浩二 朝倉書店 1988 9784254114782 自然科学・数学 数学
2232 位相への 30講 志賀浩二 朝倉書店 1988 9784254114799 自然科学・数学 数学
2233 解析入門 30講 志賀浩二 朝倉書店 1988 9784254114805 自然科学・数学 数学
2234 複素数 30講 志賀浩二 朝倉書店 1989 9784254114812 自然科学・数学 数学
2235 ベクトル解析 30講 志賀浩二 朝倉書店 1989 9784254114829 自然科学・数学 数学
2236 群論への 30講 志賀浩二 朝倉書店 1989 9784254114836 自然科学・数学 数学
2237 ルベーグ積分 30講 志賀浩二 朝倉書店 1990 9784254114843 自然科学・数学 数学
2238 固有値問題 30講 志賀浩二 朝倉書店 1991 9784254114850 自然科学・数学 数学
2239 群上の調和解析 Kawazoe, T. 朝倉書店 2000 9784254115512 自然科学・数学 数学
2240 トーリック多様体入門 : 扇の代数幾何 石田正典. 朝倉書店 2000 9784254115529 自然科学・数学 数学
2241 結び目と量子群 村上順 朝倉書店 2000 9784254115536 自然科学・数学 数学
2242 パンルヴェ方程式 : 対祢性からの入門 野海正俊 朝倉書店 2000 9784254115543 自然科学・数学 数学
2243 D加群と計算数学 大阿久俊則 朝倉書店 2002 9784254115550 自然科学・数学 数学
2244 特異点とルート系 松澤淳一. 朝倉書店 2002 9784254115567 自然科学・数学 数学
2245 超幾何関数 原岡喜重. 朝倉書店 2002 9784254115574 自然科学・数学 数学
2246 グレブナー基底 日比孝之 朝倉書店 2003 9784254115581 自然科学・数学 数学
2247 ゼロからわかる数学 : 数論とその応用 戶川美郎 朝倉書店 2001 9784254115611 自然科学・数学 数学
2248 情報の数理 山本慎 朝倉書店 2002 9784254115628 自然科学・数学 数学

2249 社会科学の数学 : 線形代数と微積分
沢田賢-安原晃-渡
邊展也

朝倉書店 2002 9784254115635 自然科学・数学 数学

2250 社会科学の数学演習 : 線形代数と微積分
沢田賢-安原晃-渡
邊展也

朝倉書店 2003 9784254115642 自然科学・数学 数学

2251 経済と金融の数理 : やさしい微分方程式 青木憲二 朝倉書店 2003 9784254115659 自然科学・数学 数学

2252 幾何の世界 鈴木晋一 朝倉書店 2001 9784254115666 自然科学・数学 数学
2253 数学オリンピック教室 野口廣 朝倉書店 2001 9784254115673 自然科学・数学 数学
2254 常微分方程式 河村哲也 朝倉書店 2003 9784254116212 自然科学・数学 数学
2255 複素関数とその応用 河村哲也 朝倉書店 2004 9784254116229 自然科学・数学 数学
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2256 フーリエ解析と偏微分方程式 河村哲也 朝倉書店 2005 9784254116236 自然科学・数学 数学
2257 微積分とベクトル解析 河村哲也 朝倉書店 2005 9784254116243 自然科学・数学 数学
2258 線形代数と数値解析 河村哲也 朝倉書店 2005 9784254116250 自然科学・数学 数学
2259 抽象代数への入門 永田雅宜 朝倉書店 2004 9784254117011 自然科学・数学 数学
2260 群論の基礎 永尾汎 朝倉書店 2004 9784254117028 自然科学・数学 数学
2261 ベクトル空間入門 小松醇郎-菅原正 朝倉書店 2004 9784254117035 自然科学・数学 数学
2262 幾何学入門 瀧澤精二 朝倉書店 2004 9784254117042 自然科学・数学 数学
2263 集合論入門 松村英之 朝倉書店 2004 9784254117059 自然科学・数学 数学
2264 位相への入門 菅原正博 朝倉書店 2004 9784254117066 自然科学・数学 数学
2265 線形代数学入門 奥川光太郎. 朝倉書店 2004 9784254117073 自然科学・数学 数学
2266 複素解析学入門 小堀憲 朝倉書店 2004 9784254117080 自然科学・数学 数学
2267 解析学入門 亀谷俊司 朝倉書店 2004 9784254117097 自然科学・数学 数学
2268 無限級数入門 楠幸男 朝倉書店 2004 9784254117103 自然科学・数学 数学
2269 非線型現象の数学 山口昌哉 朝倉書店 2004 9784254117110 自然科学・数学 数学
2270 変分学入門 福原満洲雄-山中 朝倉書店 2004 9784254117127 自然科学・数学 数学
2271 微分方程式入門 吉沢太郎 朝倉書店 2004 9784254117134 自然科学・数学 数学
2272 積分方程式入門 溝畑茂 朝倉書店 2004 9784254117141 自然科学・数学 数学
2273 函数方程式概論 桑垣煥 朝倉書店 2004 9784254117158 自然科学・数学 数学
2274 整数論入門 Kubota, T. 朝倉書店 2004 9784254117165 自然科学・数学 数学
2275 微分解析幾何学入門 森本明彦 朝倉書店 2004 9784254117172 自然科学・数学 数学
2276 位相数学入門 中岡稔 朝倉書店 2004 9784254117189 自然科学・数学 数学
2277 関数解析入門 高村多賀子 朝倉書店 2004 9784254117196 自然科学・数学 数学
2278 連続群論の基礎 村上信吾. 朝倉書店 2004 9784254117202 自然科学・数学 数学
2279 境界値問題入門 草野尚 朝倉書店 2004 9784254117219 自然科学・数学 数学
2280 力学系入門 齋藤利弥 朝倉書店 2004 9784254117226 自然科学・数学 数学
2281 数学基礎論入門 前原昭二 朝倉書店 2006 9784254117233 自然科学・数学 数学
2282 統計解析ハンドブック 武藤真介 朝倉書店 1995 9784254120615 自然科学・数学 数学

2283 モンテカルロ・シミュレーション : Monte Carlo cimulation 神山新一.-佐藤明 朝倉書店 1997 9784254126914 自然科学・数学 数学

2284 統計学の基礎 上田尚一 朝倉書店 2002 9784254127713 自然科学・数学 数学
2285 統計学の論理 上田尚一 朝倉書店 2002 9784254127720 自然科学・数学 数学
2286 統計学の数理 上田尚一 朝倉書店 2002 9784254127737 自然科学・数学 数学
2287 統計グラフ 上田尚一 朝倉書店 2003 9784254127744 自然科学・数学 数学
2288 統計の誤用・活用 上田尚一 朝倉書店 2003 9784254127751 自然科学・数学 数学
2289 質的データの解析 : 調查情報のよみ方 上田尚一 朝倉書店 2003 9784254127768 自然科学・数学 数学
2290 クラスター分析 上田尚一 朝倉書店 2003 9784254127775 自然科学・数学 数学
2291 主成分分析 上田尚一 朝倉書店 2003 9784254127782 自然科学・数学 数学

2292
44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 = Statistics, approval and 
estimation

上田拓治 オーム社 2009 9784274067600 自然科学・数学 数学

2293 入門統計学 : 検定から多変量解析・実験計画法まで 栗原伸一 オーム社 2011 9784274068553 自然科学・数学 数学

2294 身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村光資郎. オーム社 2012 9784274211591 自然科学・数学 数学

2295 リフレッシュ数学 : 高校数学から大学数学へ 大石彰. オーム社 2012 9784274211652 自然科学・数学 数学

2296 やさしく語る微分積分 : 数学チュートリアル 西岡康夫. オーム社 2012 9784274212239 自然科学・数学 数学
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2297 身近な数学の記号たち : 数学ってキュート!!
岡部恒治-本丸諒.-
松本悠-川村康文.-
長谷川愛美

オーム社 2012 9784274212437 自然科学・数学 数学

2298 やさしく語る線形代数 西岡康夫 オーム社 2012 9784274212789 自然科学・数学 数学
2299 やさしく語る確率統計 西岡康夫 オーム社 2013 9784274214073 自然科学・数学 数学
2300 Rで学ぶ 統計データ分析 本橋永至 オーム社 2015 9784274217814 自然科学・数学 数学
2301 可換環論 永田雅宜 紀伊國屋書店 1974 9784314001175 自然科学・数学 数学
2302 変換群とコボルディズム論 内田伏一. 紀伊國屋書店 1974 9784314001182 自然科学・数学 数学
2303 ホモトピー論 戶田宏-三村護 紀伊國屋書店 1975 9784314001267 自然科学・数学 数学
2304 ディリクレ形式とマルコフ過程 福島正俊 紀伊國屋書店 1975 9784314001281 自然科学・数学 数学
2305 発展方程式 増田久弥 紀伊國屋書店 1975 9784314001359 自然科学・数学 数学

2306 複素領域における線型常微分方程式 : 解析接続の問題 渋谷泰隆. 紀伊國屋書店 1976 9784314001595 自然科学・数学 数学

2307 ガウス過程 : 表現と応用 飛田武幸-櫃田倍 紀伊國屋書店 1976 9784314001601 自然科学・数学 数学
2308 非線形半群 宮寺功. 紀伊國屋書店 1977 9784314001694 自然科学・数学 数学
2309 不変式論 森川寿. 紀伊國屋書店 1977 9784314001953 自然科学・数学 数学
2310 楕円型偏微分作用素 島倉紀夫. 紀伊國屋書店 1978 9784314002080 自然科学・数学 数学
2311 無限次元空間の測度. 山崎泰郎. 紀伊國屋書店 1978 9784314002158 自然科学・数学 数学
2312 無限次元空間の測度. 山崎泰郎. 紀伊國屋書店 1978 9784314002165 自然科学・数学 数学
2313 線型代数からKO-群の周期性へ 戶田宏.-三村護 紀伊國屋書店 1978 9784314002370 自然科学・数学 数学
2314 コンパクトリー群の理論から例外群へ 戶田宏.-三村護 紀伊國屋書店 1979 9784314002387 自然科学・数学 数学
2315 無限次元リー群論 大森英樹 紀伊國屋書店 1978 9784314002394 自然科学・数学 数学
2316 KdV方程式 : 非線型数理物理入門 田中俊一-伊達悦 紀伊國屋書店 1979 9784314002622 自然科学・数学 数学
2317 拡散方程式 伊藤清三 紀伊國屋書店 1979 9784314002745 自然科学・数学 数学

2318 代数解析学の基礎
柏原正樹.-河合隆
裕.-木村達雄

紀伊國屋書店 1980 9784314002936 自然科学・数学 数学

2319 等質空間上の解析学 : リー群論的方法による序說 岡本清鄉 紀伊國屋書店 1980 9784314003087 自然科学・数学 数学

2320 直観主義的集合論 竹内外史 紀伊國屋書店 1980 9784314003162 自然科学・数学 数学

2321 数学的世界観 : 現代数学の思想と展望 竹内外史 紀伊國屋書店 1982 9784314003841 自然科学・数学 数学

2322 テータ函数 小泉正二. 紀伊國屋書店 1982 9784314003995 自然科学・数学 数学
2323 凸体と代数幾何学 小田忠雄. 紀伊國屋書店 1985 9784314004435 自然科学・数学 数学
2324 補間空間論と線型作用素 村松寿延 紀伊國屋書店 1985 9784314004459 自然科学・数学 数学
2325 ホップ空間 三村護 紀伊國屋書店 1986 9784314004657 自然科学・数学 数学
2326 有限単純群 鈴木通夫 紀伊國屋書店 1987 9784314004909 自然科学・数学 数学

2327 基本群とラプラシアン : 幾何学における数論的方法 砂田利一 紀伊國屋書店 1988 9784314004992 自然科学・数学 数学

2328 優調和函数と理想境界 伊藤清三 紀伊國屋書店 1988 9784314005074 自然科学・数学 数学
2329 数学 7日間の旅 志賀浩二 紀伊國屋書店 1990 9784314005302 自然科学・数学 数学
2330 加法過程 佐藤健一 紀伊國屋書店 1990 9784314005494 自然科学・数学 数学
2331 エルゴード理論とフォン・ノイマン環 伊藤雄二-浜地敏 紀伊國屋書店 1992 9784314005777 自然科学・数学 数学
2332 位相群の双対定理 辰馬伸彦. 紀伊國屋書店 1994 9784314006835 自然科学・数学 数学
2333 数と量の出会い : 数学入門 志賀浩二 紀伊國屋書店 2007 9784314010405 自然科学・数学 数学

2334 変化する世界をとらえる : 微分の考え, 積分の見方 志賀浩二 紀伊國屋書店 2007 9784314010412 自然科学・数学 数学

2335 無限への飛翔 : 集合論の誕生 志賀浩二 紀伊國屋書店 2008 9784314010429 自然科学・数学 数学
2336 広い世界へ向けて : 解析学の展開 志賀浩二 紀伊國屋書店 2008 9784314010436 自然科学・数学 数学



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 78/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

2337 抽象への憧れ : 位相空間 : 20世紀数学のパラダイム 志賀浩二 紀伊國屋書店 2008 9784314010443 自然科学・数学 数学

2338 無限をつつみこむ量 : ルベーグの独創 志賀浩二 紀伊國屋書店 2008 9784314010450 自然科学・数学 数学
2339 線形という構造へ : 次元を超えて 志賀浩二 紀伊國屋書店 2009 9784314010467 自然科学・数学 数学

2340
数学のかんどころ23巻　連立方程式から学ぶ行列・行列式―意味と計算
の完全理解―

岡部恒治　ほか 共立出版 2014 9784320110632 自然科学・数学 数学

2341 数値解析. 有本卓 コロナ社 1981 9784339001242 自然科学・数学 数学

2342 ベイズ統計の理論と方法 : Theory and method of Bayes statistics 渡辺澄夫 コロナ社 2012 9784339024623 自然科学・数学 数学

2343 変分法 : Calculus of variations 緖方秀教 コロナ社 2011 9784339061017 自然科学・数学 数学
2344 基礎からの微分積分 桑野泰宏 コロナ社 2014 9784339061055 自然科学・数学 数学
2345 工学系の微分方程式入門：書き込み式 田中聡久 コロナ社 2014 9784339061062 自然科学・数学 数学
2346 基礎からの線形代数 桑野泰宏 コロナ社 2014 9784339061079 自然科学・数学 数学
2347 工科系のための微分・積分 大橋三郎 実教出版 1973 9784407021165 自然科学・数学 数学

2348 基本統計学
岡本雅典-杉山高
一-鈴木義一郎

実教出版 1977 9784407021738 自然科学・数学 数学

2349 基礎線形代数 石川暢洋.-鎌田正 実教出版 1977 9784407021806 自然科学・数学 数学
2350 データ解析術 : "記述統計"のすすめ 鈴木義一郎 実教出版 1977 9784407021813 自然科学・数学 数学
2351 確率論 西尾真喜子 実教出版 1978 9784407021899 自然科学・数学 数学
2352 代数学入門 石田信 実教出版 1978 9784407021936 自然科学・数学 数学

2353 測量のための最小二乗法
石川甲子男.-一色
朗.-市原満.

実教出版 1982 9784407022254 自然科学・数学 数学

2354 例解多変量解析 鈴木義一郎 実教出版 1983 9784407022377 自然科学・数学 数学
2355 統計学の基礎 小和田正 実教出版 1984 9784407022414 自然科学・数学 数学
2356 行列と1次変換 岡本和夫 実教出版 1998 9784407023916 自然科学・数学 数学
2357 微分と積分 岡本和夫 実教出版 1998 9784407023954 自然科学・数学 数学

2358 例解大学数学入門 : 集合・写像・複素数・空間図形 田中茂 実教出版 2000 9784407024098 自然科学・数学 数学

2359 新入生のための数学序說 高崎金久 実教出版 2001 9784407024197 自然科学・数学 数学
2360 例解微分と積分 田中茂 実教出版 2001 9784407024203 自然科学・数学 数学
2361 射影幾何学入門 : 生物の形態と数学 丹羽敏雄 実教出版 2001 9784407028188 自然科学・数学 数学
2362 基礎統計学 : real dataで学ぶ 東田啓. 実教出版 2002 9784407028218 自然科学・数学 数学

2363 数学入門 : 数と式・平面図形・関数
片山孝次-有馬哲-
山崎圭次郎.

実教出版 1998 9784407031430 自然科学・数学 数学

2364 基礎解析入門 : 数列, 微積分, 指数, 対数, 三角関数
片山孝次.-藤森貞
明.-山崎圭次郎-有
馬哲.

実教出版 1998 9784407031447 自然科学・数学 数学

2365 代数・幾何入門 : 2次曲線・ベクトル・行列
片山孝次-有馬哲-
山崎圭次郎.

実教出版 1998 9784407031454 自然科学・数学 数学

2366 微分・積分入門 : 極限から微分方程式まで
片山孝次-有馬哲-
山崎圭次郎.

実教出版 1998 9784407031461 自然科学・数学 数学

2367 確率・統計入門 : 順列・組合せから推測まで
片山孝次-有馬哲-
山崎圭次郎.

実教出版 1998 9784407031478 自然科学・数学 数学

2368 例解線形代数 田中茂 実教出版 2003 9784407302509 自然科学・数学 数学

2369 基礎数学 : Basic mathematics
藤田岳彦-藤岡敦.-
石村直之

実教出版 2007 9784407310801 自然科学・数学 数学

2370 線形代数 : Basic linear algebra
藤田岳彦-藤岡敦.-
石村直之

実教出版 2007 9784407310818 自然科学・数学 数学
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2371 微分積分 : Basic calculus
藤田岳彦-藤岡敦.-
石村直之

実教出版 2007 9784407310825 自然科学・数学 数学

2372 これだけはおさえたい理工系の基礎数学 : Basic mathematics 北原直人.-金原粲. 実教出版 2009 9784407318302 自然科学・数学 数学

2373
文系のための線形代数・微分積分 : 数学の面白さ, はじめての線形代数, 
はじめての微分積分, 数学史

木内保.-岡部恒治. 実教出版 2011 9784407320879 自然科学・数学 数学

2374 基礎数学 : Fundamental mathematics 岡本和夫 実教出版 2010 9784407321678 自然科学・数学 数学

2375 微分積分 : 1 = Differential and Integral 岡本和夫 実教出版 2010 9784407321685 自然科学・数学 数学

2376 線形代数 : Linear algebra 岡本和夫 実教出版 2011 9784407321692 自然科学・数学 数学
2377 基礎数学演習 : Basic mathematics 岡本和夫 実教出版 2010 9784407321739 自然科学・数学 数学
2378 微分積分I演習 岡本和夫 実教出版 2011 9784407321746 自然科学・数学 数学

2379 組合せ最適化 : 理論とアルゴリズム
Korte, B. H.-Vygen, 
Jens.-浅野孝夫

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100218 自然科学・数学 数学

2380 自然の中の数学 : 数学で見る自然の美しさ.
Adam, John A.-一
樂重雄.-一樂祥子.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100270 自然科学・数学 数学

2381 離散幾何学における未解決問題集
Brass, Peter.-
Moser, W. O. J.-
Pach, János.-

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100492 自然科学・数学 数学

2382 シュタイン空間論
Grauert, Hans-宮嶋
公夫.-Remmert, 
Reinhold.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100515 自然科学・数学 数学

2383 結び目と素数 森下昌紀 シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100522 自然科学・数学 数学

2384 確率過程 : オルフス大学講義錄

伊藤清-佐藤由身
子.-Sato, Ken-iti-
Barndorff-Nielsen, 
O. E.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100546 自然科学・数学 数学

2385 ポストモダン解析学 : 原書第 3版
Jost, Jürgen-小谷
元子

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100553 自然科学・数学 数学

2386 反復積分の幾何学 河野俊丈. シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431706694 自然科学・数学 数学

2387 数学の最先端 21世紀への挑戦
砂田利一-Schmid, 
Wilfried-Engquist, 
Björn

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2002 9784431709626 自然科学・数学 数学

2388 数学の最先端 21世紀への挑戦
砂田利一-Schmid, 
Wilfried-Engquist, 
Björn

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2002 9784431709633 自然科学・数学 数学

2389 解析教程
Hairer, E.-Wanner, 
Gerhard.-蟹江幸博

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2006 9784431712138 自然科学・数学 数学

2390 解析教程
Hairer, E.-Wanner, 
Gerhard.-蟹江幸博

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2006 9784431712145 自然科学・数学 数学

2391 スプライン関数入門
吉村和美-高山文
雄-桜井明.-石井好

東京電機大学出版局 1981 9784501502508 自然科学・数学 数学

2392 ウェーヴレットビギナーズガイド 榊原進. 東京電機大学出版局 1995 9784501522704 自然科学・数学 数学

2393 数学ソフトによる曲線と図形処理
佐藤公作-高橋公-
片桐重延-飯田健

東京電機大学出版局 1995 9784501522902 自然科学・数学 数学

2394 行列と線形計算 片桐重延.-室岡和 東京電機大学出版局 1995 9784501523008 自然科学・数学 数学

2395 数式処理と関数 : 数学ソフトによる
佐藤公作-高橋公-
片桐重延.-飯田健

東京電機大学出版局 1995 9784501523305 自然科学・数学 数学
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2396 数値計算
片桐重延.-室岡和
彦.-志賀清一

東京電機大学出版局 1995 9784501523701 自然科学・数学 数学

2397 確率統計 片桐重延.-室岡和 東京電機大学出版局 1996 9784501525309 自然科学・数学 数学
2398 Mathematica による離散数学入門 片桐重延-室岡和 東京電機大学出版局 1997 9784501526108 自然科学・数学 数学
2399 入門独立成分分析 村田昇 東京電機大学出版局 2004 9784501537500 自然科学・数学 数学
2400 Javaで学ぶ数値解析 和光システム研究 東京電機大学出版局 2005 9784501539207 自然科学・数学 数学

2401 ベイジアンネットワーク技術 : ユーザ・顧客のモデル化と不確実性推論.
本村陽一-岩崎弘
利.

東京電機大学出版局 2006 9784501541606 自然科学・数学 数学

2402
統計数理は隠された未来をあらわにする : ベイジアンモデリングによる実
世界イノベーション

樋口知之.-石井信. 東京電機大学出版局 2007 9784501543303 自然科学・数学 数学

2403
数学eラーニング : 数式解答評価システムSTACKとMoodleによる理工系
教育

中村泰之 東京電機大学出版局 2010 9784501548209 自然科学・数学 数学

2404 電気・電子・情報系の基礎数学. 安藤豊.-松田信行. 東京電機大学出版局 1993 9784501613006 自然科学・数学 数学
2405 ウォルシュ解析 遠藤靖 東京電機大学出版局 1993 9784501613402 自然科学・数学 数学
2406 電気・電子・情報系の基礎数学. 安藤豊.-松田信行. 東京電機大学出版局 1993 9784501613600 自然科学・数学 数学
2407 電気・電子・情報系の基礎数学. 安藤豊.-中野実 東京電機大学出版局 1996 9784501614409 自然科学・数学 数学
2408 微分・積分学の基礎 数学敎育研究会. 東京電機大学出版局 1996 9784501614706 自然科学・数学 数学
2409 複素解析学 安達謙三. 東京電機大学出版局 1999 9784501616601 自然科学・数学 数学
2410 統計学の基礎 鈴木[Kan]之. 東京電機大学出版局 2000 9784501617509 自然科学・数学 数学
2411 常微分方程式 鶴見和之. 東京電機大学出版局 2000 9784501617806 自然科学・数学 数学
2412 ベクトル解析入門 国分雅敏. 東京電機大学出版局 2002 9784501619206 自然科学・数学 数学

2413 確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論的考え方 遠藤靖 東京電機大学出版局 2002 9784501619404 自然科学・数学 数学

2414 フーリエ解析と偏微分方程式 数学教育研究会. 東京電機大学出版局 2003 9784501620202 自然科学・数学 数学
2415 大学新入生のための数学ガイド 太田琢也-桑田孝 東京電機大学出版局 2007 9784501621803 自然科学・数学 数学
2416 しっかり学ぶ線形代数 田沢義彦 東京電機大学出版局 2007 9784501622206 自然科学・数学 数学

2417 非線形問題の解法 : Gadget to non-linear problems 桜井明-高橋秀慈. 東京電機大学出版局 2008 9784501622503 自然科学・数学 数学

2418 大学新入生の数学 : 高校から大学へのステップアップ 田沢義彦. 東京電機大学出版局 2008 9784501622800 自然科学・数学 数学

2419 しっかり学ぶ微分積分 田沢義彦. 東京電機大学出版局 2008 9784501623609 自然科学・数学 数学

2420 線形代数行列と行列式 : 大学入門ドリル 丸井洋子. 東京電機大学出版局 2010 9784501625504 自然科学・数学 数学

2421 しっかり学ぶフーリエ解析 田沢義彦. 東京電機大学出版局 2010 9784501625603 自然科学・数学 数学

2422 線形代数ベクトルと固有値 : 大学入門ドリル 丸井洋子. 東京電機大学出版局 2011 9784501626303 自然科学・数学 数学

2423 離散トモグラフィーとデルタ関数 硲文夫 東京電機大学出版局 2015 9784501629304 自然科学・数学 数学
2424 複素関数論 保江邦夫. 日本評論社 2000 9784535608818 自然科学・数学 数学
2425 ヒルベルト空間論 保江邦夫. 日本評論社 2000 9784535608825 自然科学・数学 数学
2426 確率論 保江邦夫. 日本評論社 2001 9784535608849 自然科学・数学 数学
2427 変分学 保江邦夫. 日本評論社 2001 9784535608856 自然科学・数学 数学
2428 連続群論 保江邦夫. 日本評論社 2001 9784535608870 自然科学・数学 数学
2429 微分幾何学 保江邦夫. 日本評論社 2000 9784535608887 自然科学・数学 数学
2430 物理数学における微分方程式 保江邦夫. 日本評論社 2002 9784535608894 自然科学・数学 数学

2431 ラプラス変換とフーリエ解析要論(第2版)新装版 田代嘉宏 森北出版 2014 9784627026131 自然科学・数学 数学

2432 工科の数学 確率・統計(第2版) 田代嘉宏 森北出版 2015 9784627049420 自然科学・数学 数学
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2433 情報数学の基礎 ― 例からはじめてよくわかる
幸谷智紀, 國持良
行

森北出版 2011 9784627052710 自然科学・数学 数学

2434 基礎数学（工学系数学テキストシリーズ）
工学系数学教材研
究会

森北出版 2014 9784627057111 自然科学・数学 数学

2435 微分積分（工学系数学テキストシリーズ）
工学系数学教材研
究会

森北出版 2014 9784627057210 自然科学・数学 数学

2436 線形代数（工学系数学テキストシリーズ）
工学系数学教材研
究会

森北出版 2015 9784627057319 自然科学・数学 数学

2437 応用数学（工学系数学テキストシリーズ）
工学系数学教材研
究会

森北出版 2015 9784627057418 自然科学・数学 数学

2438 例題と演習でマスターする 線形代数 大関清太, 遠藤博 森北出版 2008 9784627061415 自然科学・数学 数学
2439 例題と演習でわかる離散数学 加納幹雄 森北出版 2013 9784627061514 自然科学・数学 数学

2440 確率と確率過程 ― 具体例で学ぶ確率論の考え方 柳瀬眞一郎 森北出版 2015 9784627061811 自然科学・数学 数学

2441 例題で学ぶ集合と論理 鈴木登志雄 森北出版 2016 9784627061910 自然科学・数学 数学

2442 応用解析学の基礎 新装版 ― 複素解析，フーリエ解析・ラプラス変換 坂和正敏 森北出版 2014 9784627073128 自然科学・数学 数学

2443 工学系学生のための　複素関数攻略への一本道 板垣正文 森北出版 2009 9784627076419 自然科学・数学 数学

2444 基礎からの微分方程式 ― 実例でよくわかる 稲岡毅 森北出版 2012 9784627076716 自然科学・数学 数学

2445 例題で学ぶ微分積分学
阿部剛久, 井戸川
知之, 古城知己, 本
澤直房

森北出版 2011 9784627076914 自然科学・数学 数学

2446 Cによる数値計算法入門(第2版)新装版
堀之内總一, 酒井
幸吉, 榎園茂

森北出版 2015 9784627093836 自然科学・数学 数学

2447 例題で学ぶ統計入門 高田佳和 森北出版 2013 9784627096219 自然科学・数学 数学

2448 線形代数と幾何 ― ベクトル・行列・行列式がよくわかる 林義実 森北出版 2015 9784627096615 自然科学・数学 数学

2449 例題で学ぶ 図学 ― 第三角法による図法幾何学
伊能教夫, 小関道
彦

森北出版 2009 9784627667310 自然科学・数学 数学

2450 電気電子工学のための基礎数学(第2版) 森武昭, 大矢征 森北出版 2014 9784627731622 自然科学・数学 数学

2451 数値計算法(第2版・新装版)
三井田惇郎, 須田
宇宙

森北出版 2014 9784627801530 自然科学・数学 数学

2452 数理計画法入門 坂和正敏, 西﨑一 森北出版 2014 9784627921818 自然科学・数学 数学
2453 DOJIN選書 和算の再発見 城地茂 化学同人 2014 9784759813586 自然科学・数学 数学

2454 ストラング：線形代数イントロダクション：世界標準ＭＩＴ教科書
ギルバート・ストラン
グ
松崎公紀, 新妻弘 

近代科学社 2015 9784764904057 自然科学・数学 数学

2455 マルチンゲール理論による統計解析 西山陽一 近代科学社 2011 9784764904149 自然科学・数学 数学

2456 フィールドデータによる統計モデリングとAIC 島谷健一郎 近代科学社 2012 9784764904286 自然科学・数学 数学

2457 あたらしい数理最適化：Ｐｙｔｈｏｎ言語とＧｕｒｏｂｉで解く
久保幹雄, J.P.ペド
ロソ, 村松正和, A.

近代科学社 2012 9784764904330 自然科学・数学 数学

2458 はじめての応用数学. 小坂敏文-吉本定 近代科学社 2013 9784764904408 自然科学・数学 数学
2459 はじめてのアルゴリズム 上原隆平 近代科学社 2013 9784764904491 自然科学・数学 数学
2460 はじめての最適化 関口良行 近代科学社 2014 9784764904507 自然科学・数学 数学
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2461 関数とは何か : 近代数学史からのアプローチ 岡本久-長岡亮介 近代科学社 2014 9784764904590 自然科学・数学 数学

2462 高校‐大学 数学公式集：第Ⅱ部　大学の数学
大矢雅則, 戸川美
郎

近代科学社 2015 9784764904682 自然科学・数学 数学

2463 大学数学 スポットライト・シリーズ 1　シローの定理 佐藤隆夫 近代科学社 2015 9784764904781 自然科学・数学 数学

2464 大学数学 スポットライト・シリーズ 2　論理数学 太原育夫 近代科学社 2015 9784764904798 自然科学・数学 数学

2465 スッキリわかる確率統計　―定理のくわしい証明つき― 皆本晃弥 近代科学社 2015 9784764904835 自然科学・数学 数学

2466 日常現象からの解析学 岡本久 近代科学社 2016 9784764904996 自然科学・数学 数学
2467 数学の道具箱Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ．基本編 宮岡悦良 近代科学社 2016 9784764905078 自然科学・数学 数学

2468 大学数学スポットライト・シリ－ズ 多様体への道 榎本一之 近代科学社 2016 9784764905115 自然科学・数学 数学

2469 数学の作法 蟹江幸博 近代科学社 2016 9784764905146 自然科学・数学 数学
2470 極値統計学 髙橋倫也, 志村隆 近代科学社 2016 9784764905153 自然科学・数学 数学
2471 イデアル論入門 新妻弘 近代科学社 2016 9784764905177 自然科学・数学 数学

2472 モデリングの諸相　（シリ－ズ：最適化モデリング．５）

山下浩, 蒲地政文, 
畔上秀幸, 斉藤努, 
枇々木規雄, 滝根
哲哉, 金森敬文

近代科学社 2016 9784764905191 自然科学・数学 数学

2473 スッキリわかる線形代数演習 皆本晃弥 近代科学社 2006 9784764910478 自然科学・数学 数学

2474 はじめての数理統計学 : Elementary mathematical statistics
古島幹雄-坂西文
俊-市橋勝

近代科学社 2007 9784764910485 自然科学・数学 数学

2475 スッキリわかる微分方程式とベクトル解析 皆本晃弥 近代科学社 2007 9784764910492 自然科学・数学 数学

2476 スッキリわかる複素関数論 皆本晃弥 近代科学社 2007 9784764910508 自然科学・数学 数学

2477 スッキリわかる微分積分演習：誤答例・評価基準つき 皆本晃弥 近代科学社 2008 9784764910515 自然科学・数学 数学

2478 スッキリわかる線形代数：解法テクニックつき 皆本晃弥 近代科学社 2011 9784764910539 自然科学・数学 数学

2479 はじめての確率論
小杉のぶ子-久保
幹雄

近代科学社 2011 9784764910553 自然科学・数学 数学

2480 代数学と幾何学 矢野健太郎 裳華房 1971 9784785310103 自然科学・数学 数学
2481 数論序說 小野孝 裳華房 2001 9784785310509 自然科学・数学 数学
2482 変分法と調和写像 浦川肇 裳華房 2006 9784785310646 自然科学・数学 数学
2483 微分方程式 矢野健太郎-石原 裳華房 2009 9784785310868 自然科学・数学 数学

2484 新統計入門 : New introduction to statistics 小寺平治 裳華房 2008 9784785310998 自然科学・数学 数学

2485 微分積分 : 理工系入門 = Introduction to calculus 石原繁-浅野重初 裳華房 2009 9784785315184 自然科学・数学 数学

2486 複素関数論の基礎 山本直樹 裳華房 2015 9784785315658 自然科学・数学 数学

2487 力学・電磁気学・熱力学のための 基礎数学 松下貢 裳華房 2016 9784785322502 自然科学・数学 数学

2488 基礎演習シリーズ微分方程式 藤本淳夫 裳華房 1986 9784785381035 自然科学・数学 数学
2489 基礎演習シリーズ関数論 栗林暲和 裳華房 1987 9784785381073 自然科学・数学 数学
2490 基礎演習シリーズ微分積分 田代嘉宏, 熊原啓 裳華房 1989 9784785381134 自然科学・数学 数学
2491 基礎演習シリーズ線形代数 茂木勇, 間下克哉 裳華房 1991 9784785381141 自然科学・数学 数学
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2492 ゼロからの統計学　使えるシ－ンが見える 竹田茂生, 藤木清 くろしお出版 2010 9784874244715 自然科学・数学 数学

2493 電磁場とベクトル解析 深谷賢治 岩波書店 2004 9784000068833 自然科学・数学 物理
2494 解析力学と微分形式 深谷賢治 岩波書店 2004 9784000068840 自然科学・数学 物理
2495 一般力学30講 戶田盛和 朝倉書店 1994 9784254136319 自然科学・数学 物理
2496 流体力学30講 戶田盛和 朝倉書店 1994 9784254136326 自然科学・数学 物理
2497 波動と非線形問題30講 戶田盛和 朝倉書店 1995 9784254136333 自然科学・数学 物理
2498 熱現象30講 戶田盛和 朝倉書店 1995 9784254136340 自然科学・数学 物理
2499 分子運動30講 戶田盛和 朝倉書店 1996 9784254136357 自然科学・数学 物理
2500 電磁気学30講 戶田盛和 朝倉書店 1996 9784254136364 自然科学・数学 物理
2501 相対性理論30講 戶田盛和 朝倉書店 1997 9784254136371 自然科学・数学 物理
2502 量子力学30講 戶田盛和 朝倉書店 1999 9784254136388 自然科学・数学 物理
2503 物性物理30講 戶田盛和 朝倉書店 2000 9784254136395 自然科学・数学 物理
2504 解析力学. 山本義隆-中村孔 朝倉書店 1998 9784254136715 自然科学・数学 物理
2505 解析力学. 山本義隆-中村孔 朝倉書店 1998 9784254136722 自然科学・数学 物理
2506 素粒子物理学の基礎. 長島順清 朝倉書店 1998 9784254136739 自然科学・数学 物理
2507 素粒子物理学の基礎. 長島順清 朝倉書店 1998 9784254136746 自然科学・数学 物理
2508 素粒子標準理論と実験的基礎 長島順清 朝倉書店 1999 9784254136753 自然科学・数学 物理
2509 高エネルギー物理学の発展 長島順清 朝倉書店 1999 9784254136760 自然科学・数学 物理
2510 量子力学の数学的構造. 新井朝雄-江沢洋 朝倉書店 1999 9784254136777 自然科学・数学 物理
2511 量子力学の数学的構造. 新井朝雄-江沢洋 朝倉書店 1999 9784254136784 自然科学・数学 物理

2512 多体問題 : 電子ガス模型からのアプローチ 高田康民 朝倉書店 1999 9784254136791 自然科学・数学 物理

2513 統計物理学 Nishikawa, K.-森弘 朝倉書店 2000 9784254136807 自然科学・数学 物理
2514 原子分子物理学 高柳和夫. 朝倉書店 2000 9784254136814 自然科学・数学 物理
2515 量子現象の数理 新井朝雄 朝倉書店 2006 9784254136821 自然科学・数学 物理
2516 量子力学特論 Kamefuchi, S.-表實 朝倉書店 2003 9784254136838 自然科学・数学 物理
2517 原子衝突 高柳和夫. 朝倉書店 2007 9784254136845 自然科学・数学 物理

2518 多体問題特論 : 第一原理からの多電子問題 高田康民 朝倉書店 2009 9784254136852 自然科学・数学 物理

2519 高分子物理学 : 巨大イオン系の構造形成
伊勢典夫-Sogami, 
I.

朝倉書店 2004 9784254136869 自然科学・数学 物理

2520 表面物理学 村田好正. 朝倉書店 2003 9784254136876 自然科学・数学 物理
2521 原子核構造論 高田健次郎-Ikeda, 朝倉書店 2002 9784254136883 自然科学・数学 物理

2522 原子核反応論
河合光路-Yoshida, 
Shiro

朝倉書店 2002 9784254136890 自然科学・数学 物理

2523 現代物理学の歴史. 大系編集委員会. 朝倉書店 2004 9784254136906 自然科学・数学 物理
2524 現代物理学の歴史. 大系編集委員会. 朝倉書店 2004 9784254136913 自然科学・数学 物理
2525 現代光科学 : 1, 光の物理的基礎 Ōtsu, Motoichi 朝倉書店 1994 9784254210262 自然科学・数学 物理
2526 現代光科学 : II, 光と量子 大津元一 朝倉書店 1994 9784254210279 自然科学・数学 物理
2527 光科学への招待 大津元一 朝倉書店 1999 9784254210309 自然科学・数学 物理
2528 したしむ振動と波 志村史夫 朝倉書店 1998 9784254227611 自然科学・数学 物理

2529 したしむ電磁気
小林久理真-志村
史夫

朝倉書店 1998 9784254227628 自然科学・数学 物理

2530 したしむ量子論 志村史夫 朝倉書店 1999 9784254227635 自然科学・数学 物理
2531 したしむ磁性 小林久理真 朝倉書店 1999 9784254227642 自然科学・数学 物理
2532 したしむ固体構造論 志村史夫 朝倉書店 2000 9784254227659 自然科学・数学 物理
2533 したしむ熱力学 志村史夫 朝倉書店 2000 9784254227666 自然科学・数学 物理
2534 したしむ電子物性 志村史夫 朝倉書店 2002 9784254227673 自然科学・数学 物理
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2535 したしむ物理数学
志村史夫-小林久
理真

朝倉書店 2003 9784254227680 自然科学・数学 物理

2536 したしむ表面物理 志村史夫 朝倉書店 2007 9784254227697 自然科学・数学 物理
2537 力学系 丹羽敏雄. 紀伊國屋書店 1981 9784314003490 自然科学・数学 物理
2538 波動方程式の散乱理論 望月清. 紀伊國屋書店 1984 9784314004268 自然科学・数学 物理
2539 場の理論 西島和彦 紀伊國屋書店 1987 9784314004893 自然科学・数学 物理
2540 理論電磁気学 砂川重信 紀伊國屋書店 1999 9784314008549 自然科学・数学 物理

2541 誤差論
Gauss, Carl 
Friedrich-石川耕春
-飛田武幸

紀伊國屋書店 1981 9784314010825 自然科学・数学 物理

2542
基本法則から読み解く物理学最前線2巻　マルチフェロイクス―物質中の
電磁気学の新展開―

有馬孝尚 共立出版 2014 9784320035225 自然科学・数学 物理

2543 量子論のための表現論 林正人 共立出版 2014 9784320110786 自然科学・数学 物理
2544 電磁気学 岡本允夫. コロナ社 1979 9784339001204 自然科学・数学 物理
2545 電波伝送工学 安達三郎.-米山務. コロナ社 1981 9784339001235 自然科学・数学 物理
2546 新電磁気計測 大照完.-松村英明. コロナ社 1988 9784339001334 自然科学・数学 物理
2547 量子力学槪論 権藤靖夫. コロナ社 1991 9784339001396 自然科学・数学 物理

2548 図でよくわかる電磁気学
伊藤彰義
中川活二, 細野裕
行, 塚本新

コロナ社 2014 9784339008630 自然科学・数学 物理

2549 振動学
下鄉太郎.-田島淸
[ヒロ].

コロナ社 2002 9784339040456 自然科学・数学 物理

2550 流体力学の基礎.
中林功一.-伊藤基
之.-鬼頭修己.

コロナ社 1993 9784339040470 自然科学・数学 物理

2551 流体力学の基礎. 中林功一. コロナ社 1993 9784339040487 自然科学・数学 物理
2552 流体機械の基礎 井上雅弘.-鎌田好 コロナ社 1989 9784339040494 自然科学・数学 物理
2553 工業熱力学. 伊藤猛宏.-山下宏 コロナ社 1988 9784339040517 自然科学・数学 物理
2554 工業熱力学. 伊藤猛宏. コロナ社 1994 9784339040524 自然科学・数学 物理
2555 初学者のための物理学：力学編 宇津栄三 コロナ社 2014 9784339066326 自然科学・数学 物理
2556 光工学入門 : 光の基礎知識のすべて 小川力.-若木守明. 実教出版 1998 9784407023893 自然科学・数学 物理
2557 電気理論入門 : 1 岩本洋.-片岡昭雄 実教出版 1998 9784407031492 自然科学・数学 物理
2558 電気理論入門 : 2 片岡昭雄-岩本洋. 実教出版 1998 9784407031508 自然科学・数学 物理
2559 土木応用力学入門 三宅政光-奥村敏 実教出版 1998 9784407031683 自然科学・数学 物理
2560 物理学入門 楠川絢一 実教出版 1999 9784407031720 自然科学・数学 物理

2561 波動光学入門
山崎正之-陳軍-若
木守明.

実教出版 2004 9784407302516 自然科学・数学 物理

2562 運動・力・エネルギー 金原粲. 実教出版 2005 9784407308525 自然科学・数学 物理
2563 基礎物理 2 : 電磁気・波動・熱 吉田貞史.-金原粲. 実教出版 2006 9784407308556 自然科学・数学 物理
2564 電磁気学 梶谷剛.-金原粲. 実教出版 2007 9784407310764 自然科学・数学 物理
2565 過渡現象の基礎 宇野辛一 東京電機大学出版局 1969 9784501003203 自然科学・数学 物理

2566 エレクトロニクスのための過渡現象 : 理論と演習 窪田忠弘. 東京電機大学出版局 1983 9784501003500 自然科学・数学 物理
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2567 電磁気学

Tanaka, Teruo.-東
京電機大学.-笠原
宏.-阿部陽一.-荒
井聰明.-金田輝
男.-川瀬宏海.-川
瀬藤男.-小林保
正.-佐々木哲夫.-
篠原正三.-鈴木恒
男.-平正.-高尾利
治.-田所睦雄.-中
村尚五.-原和裕.-
廣川利男.-深海登
世司.-藤中正治.-

東京電機大学出版局 1978 9784501004200 自然科学・数学 物理

2568 高周波電磁気学 三輪進. 東京電機大学出版局 1992 9784501105303 自然科学・数学 物理
2569 入門電磁気学 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2006 9784501112905 自然科学・数学 物理
2570 数値電界計算の基礎と応用 宅間董-濱田昌司 東京電機大学出版局 2006 9784501113100 自然科学・数学 物理
2571 静電気を科学する 高橋雄造. 東京電機大学出版局 2011 9784501115708 自然科学・数学 物理
2572 気体放電の基礎 武田進 東京電機大学出版局 1990 9784501313708 自然科学・数学 物理
2573 電子物性工学 : 基礎からデバイスへ 今村舜仁. 東京電機大学出版局 1996 9784501318000 自然科学・数学 物理
2574 電波の基礎と応用 三輪進 東京電機大学出版局 2000 9784501321208 自然科学・数学 物理

2575 電磁界の健康影響 : 工学的・科学的アプローチの必要性. 三浦正悦. 東京電機大学出版局 2004 9784501324001 自然科学・数学 物理

2576 熱力学の計算法 松村篤躬.-越後雅 東京電機大学出版局 1995 9784501412807 自然科学・数学 物理
2577 油圧・空気圧の計算法 高橋徹 東京電機大学出版局 2000 9784501415006 自然科学・数学 物理

2578 マルチボディダイナミクスの基礎 : 3次元運動方程式の立て方 田島洋. 東京電機大学出版局 2006 9784501416201 自然科学・数学 物理

2579 熱とエネルギーを科学する 化学工学会. 東京電機大学出版局 2011 9784501419004 自然科学・数学 物理

2580 量子力学概論 : 原子スペクトルと分子スペクトル 篠原正三. 東京電機大学出版局 1990 9784501612306 自然科学・数学 物理

2581 物理学
Kase, Kunio.-青野
朋義.-阿部陽一.-
尾林見郎.-木下彬.

東京電機大学出版局 1992 9784501612603 自然科学・数学 物理

2582 量子力学演習 桂重俊.-井上真 東京電機大学出版局 1993 9784501613204 自然科学・数学 物理
2583 統計力学演習 桂重俊.-井上真 東京電機大学出版局 1993 9784501613303 自然科学・数学 物理

2584 量子物理学入門 : 物質工学を学ぶ人のために
青野朋義.-尾林見
郎-木下彬

東京電機大学出版局 1995 9784501614003 自然科学・数学 物理

2585 ビギナーズ物理 : 理工系を学びはじめる人のために. 荻原宏康. 東京電機大学出版局 1999 9784501617004 自然科学・数学 物理

2586 光技術入門 : Approach to optical engineering. 堀内敏行. 東京電機大学出版局 2005 9784501620806 自然科学・数学 物理

2587 超伝導の基礎 : Fundamentals of superconductivity 丹羽雅昭. 東京電機大学出版局 2009 9784501624507 自然科学・数学 物理

2588 詳解　物理学の基礎　第２版 丹羽雅昭 東京電機大学出版局 2015 9784501629205 自然科学・数学 物理
2589 量子力学 保江邦夫. 日本評論社 2001 9784535608832 自然科学・数学 物理
2590 解析力学 保江邦夫. 日本評論社 2000 9784535608863 自然科学・数学 物理
2591 重力の物理学 : 知的好奇心のために 小池康郎. 法政大学出版局 2005 9784588732003 自然科学・数学 物理
2592 やさしく学べる基礎物理 ［新装版］ 基礎物理教育研究 森北出版 2012 9784627152823 自然科学・数学 物理
2593 大学新入生のためのやさしい力学 中野友裕 森北出版 2012 9784627154612 自然科学・数学 物理
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2594 ビジュアルアプローチ基礎物理　上 ― 力学・波動

潮秀樹
大野秀樹, 小島洋
一郎, 竹内彰継, 中
岡鑑一郎, 原嘉昭

森北出版 2013 9784627155411 自然科学・数学 物理

2595 ビジュアルアプローチ基礎物理　下 ― 熱・電磁気・原子

潮秀樹
大野秀樹, 小島洋
一郎, 竹内彰継, 中
岡鑑一郎, 原嘉昭

森北出版 2013 9784627155510 自然科学・数学 物理

2596 ビジュアルアプローチ基礎物理 準拠問題集

潮秀樹
大野秀樹, 小島洋
一郎, 竹内彰継, 中
岡鑑一郎, 原嘉昭

森北出版 2013 9784627155619 自然科学・数学 物理

2597 やさしい基礎物理(第2版) 潮秀樹, 上村洸 森北出版 2014 9784627160729 自然科学・数学 物理
2598 ビジュアルアプローチ　力学 為近和彦 森北出版 2008 9784627162112 自然科学・数学 物理
2599 ビジュアルアプローチ　電磁気学 前田和茂, 小林俊 森北出版 2009 9784627162211 自然科学・数学 物理
2600 ビジュアルアプローチ　熱・統計力学 為近和彦 森北出版 2008 9784627162419 自然科学・数学 物理

2601 流体力学(第2版)
杉山弘, 遠藤剛, 新
井隆景

森北出版 2014 9784627605220 自然科学・数学 物理

2602 熱力学きほんの「き」 ― やさしい問題から解いてだんだんと力をつけよう 小山敏行 森北出版 2010 9784627673519 自然科学・数学 物理

2603 図解による わかりやすい流体力学 中林功一, 山口健 森北出版 2010 9784627673915 自然科学・数学 物理

2604 明解入門 流体力学
杉山弘
松村昌典, 河合秀
樹, 風間俊治

森北出版 2012 9784627674110 自然科学・数学 物理

2605 電気磁気学(第2版)新装版 安達三郎, 大貫繁 森北出版 2014 9784627705135 自然科学・数学 物理
2606 演習 電気磁気学 新装版 大貫繁雄, 安達三 森北出版 2014 9784627711327 自然科学・数学 物理

2607 電気磁気学　新装版 ― その物理像と詳論 小塚洋司 森北出版 2012 9784627731721 自然科学・数学 物理

2608 例題と演習で学ぶ　電磁気学 柴田尚志 森北出版 2012 9784627734814 自然科学・数学 物理

2609 エッセンシャル電磁気学 ― エネルギーで理解する
田口俊弘, 井上雅
彦

森北出版 2012 9784627735019 自然科学・数学 物理

2610 数理物理と数理情報の基礎 大矢雅則, 原利英 近代科学社 2016 9784764905030 自然科学・数学 物理
2611 物理学講義 熱力学 松下貢 裳華房 2009 9784785322328 自然科学・数学 物理
2612 物理学講義 力学 松下貢 裳華房 2012 9784785322397 自然科学・数学 物理
2613 物理学講義 電磁気学 松下貢 裳華房 2014 9784785322465 自然科学・数学 物理

2614 マクスウェル方程式から始める 電磁気学 小宮山進, 竹川敦 裳華房 2015 9784785322496 自然科学・数学 物理

2615 趣味で物理学 広江克彦 理工図書 2007 9784844607168 自然科学・数学 物理
2616 趣味で相対論 広江克彦. 理工図書 2008 9784844607304 自然科学・数学 物理

2617 分子動力学シミュレーション : Molecular dynamics simulation 神山新一.-佐藤明 朝倉書店 1997 9784254126921 自然科学・数学 化学

2618 流体ミクロ・シミュレーション : Microsimulation of colloidal dispersions 神山新一.-佐藤明 朝倉書店 1997 9784254126938 自然科学・数学 化学

2619 無機工業化学 太田健一郎 朝倉書店 2002 9784254255812 自然科学・数学 化学
2620 有機資源化学 多賀谷英幸 朝倉書店 2002 9784254255829 自然科学・数学 化学
2621 高分子工業化学 上田充.-山岡亜夫 朝倉書店 2003 9784254255836 自然科学・数学 化学
2622 触媒化学 上松敬禧 朝倉書店 2004 9784254255867 自然科学・数学 化学
2623 電気化学の基礎と応用 美浦隆 朝倉書店 2004 9784254255874 自然科学・数学 化学
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2624 糖質の科学 新家竜. 朝倉書店 1996 9784254435115 自然科学・数学 化学

2625 基礎化学：原子・分子の構造と化学結合
大井隆夫, 板谷清
司, 竹岡裕子

コロナ社 2014 9784339066319 自然科学・数学 化学

2626 錯体化学の基礎と応用 湯浅真, 秋津貴城 コロナ社 2014 9784339066340 自然科学・数学 化学
2627 物理化学 白井道雄. 実教出版 1995 9784407023459 自然科学・数学 化学
2628 化学 太田博道 実教出版 2002 9784407024111 自然科学・数学 化学

2629 生活の中の化学物質 : 内分泌かく乱物質とダイオキシン 大竹千代子. 実教出版 1999 9784407029734 自然科学・数学 化学

2630 化学入門 井口洋夫 実教出版 1998 9784407031485 自然科学・数学 化学
2631 基礎化学 1 : 物質の構成と変化 吉田泰彦-金原粲. 実教出版 2006 9784407308532 自然科学・数学 化学
2632 基礎化学 2 : 化学反応と有機材料 吉田泰彦.-金原粲. 実教出版 2006 9784407308563 自然科学・数学 化学

2633 Professional Engineer Library　有機化学 粳間由幸 実教出版 2015 9784407332476 自然科学・数学 化学

2634 Professional Engineer Library　化学 小林淳哉 実教出版 2015 9784407332551 自然科学・数学 化学

2635 Professional Engineer Library　物理化学 福地賢治 実教出版 2015 9784407337266 自然科学・数学 化学

2636 分子反応動力学
Levine, Raphael D.-
鈴木俊法.-染田清

シュプリンガー・ジャパン 2009 9784431100447 自然科学・数学 化学

2637 基礎化学の計算法 浦田哲男. 東京電機大学出版局 1996 9784501614508 自然科学・数学 化学
2638 物理化学の計算法 鈴木長寿. 東京電機大学出版局 1997 9784501615406 自然科学・数学 化学
2639 アミノ酸 : タンパク質と生命活動の化学 船山信次 東京電機大学出版局 2009 9784501624705 自然科学・数学 化学

2640 例題で学ぶ基礎化学

髙橋三男, 鈴木孝
雄, 笹本忠
笹本忠
基礎化学教育委員

森北出版 2013 9784627242111 自然科学・数学 化学

2641 基礎からわかる電気化学(第2版)（物質工学入門シリーズ）
泉生一郎, 石川正
司, 片倉勝己, 青井
芳史, 長尾恭孝

森北出版 2015 9784627245426 自然科学・数学 化学

2642 基礎からわかる分析化学（物質工学入門シリーズ） 加藤正直, 塚原聡 森北出版 2009 9784627245518 自然科学・数学 化学

2643 基礎からわかる機器分析（物質工学入門シリーズ）
加藤正直, 内山一
美, 鈴木秋弘

森北出版 2010 9784627245617 自然科学・数学 化学

2644 はじめて学ぶ有機化学
高橋秀依, 須貝威, 
夏苅英昭

化学同人 2015 9784759818079 自然科学・数学 化学

2645 ナノコロイド（シリ－ズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジ－）
寺西利治
鳥本司, 山田真実

近代科学社 2014 9784764950276 自然科学・数学 化学

2646 量子化学　上巻 原田義也 裳華房 2007 9784785330736 自然科学・数学 化学
2647 量子化学　下巻 原田義也 裳華房 2007 9784785330743 自然科学・数学 化学
2648 有機分子構造とその決定法 齋藤勝裕 裳華房 2010 9784785330842 自然科学・数学 化学
2649 物理化学入門シリーズ　化学結合論 中田宗隆 裳華房 2012 9784785334178 自然科学・数学 化学
2650 物理化学入門シリーズ　化学熱力学 原田義也 裳華房 2012 9784785334185 自然科学・数学 化学
2651 物理化学入門シリーズ　量子化学 大野公一 裳華房 2012 9784785334192 自然科学・数学 化学
2652 演習で学ぶ 化学熱力学 中田宗隆 裳華房 2015 9784785335083 自然科学・数学 化学
2653 基礎演習シリーズ基礎化学 吉岡甲子郎 裳華房 1984 9784785381011 自然科学・数学 化学
2654 基礎演習シリーズ無機化学 岩本振武, 山崎昶 裳華房 1986 9784785381028 自然科学・数学 化学
2655 基礎演習シリーズ一般化学 富田功 裳華房 1987 9784785381066 自然科学・数学 化学
2656 基礎演習シリーズ物理化学 前川恒夫 裳華房 1989 9784785381110 自然科学・数学 化学

2657 改訂第5版　基礎化学実験
広島大学総合科学
部化学系

大学教育出版 2016 9784864293884 自然科学・数学 化学
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2658 パースの宇宙論 伊藤邦武 岩波書店 2006 9784000244343 自然科学・数学 天文学
2659 偶然の宇宙 伊藤邦武 岩波書店 2002 9784000265874 自然科学・数学 天文学
2660 宇宙と素粒子30講 戶田盛和 朝倉書店 2002 9784254136401 自然科学・数学 天文学
2661 KEK物理学シリーズ3巻　宇宙物理学 小玉英雄　ほか 共立出版 2014 9784320034860 自然科学・数学 天文学
2662 測量学 内山久雄. コロナ社 2008 9784339050424 自然科学・数学 天文学

2663 建築測量
藤井鹿三郎.-遠藤
源助.-永井久雄.

実教出版 1972 9784407021127 自然科学・数学 天文学

2664 測量のための基礎数学 石川甲子男.-林哲 実教出版 1983 9784407022339 自然科学・数学 天文学
2665 基本測量 山之內繁夫. 実教出版 1998 9784407031645 自然科学・数学 天文学

2666 応用測量
五百蔵粂.-山之內
繁夫.

実教出版 1998 9784407031652 自然科学・数学 天文学

2667 旧暦読本 : 現代に生きる「こよみ」の知恵 岡田芳朗 創元社 2006 9784422230214 自然科学・数学 天文学

2668 宇宙素粒子物理学
Grupen, Claus.-小
早川惠三.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2009 9784431100195 自然科学・数学 天文学

2669 GPS 技術入門 坂井丈泰. 東京電機大学出版局 2003 9784501322601 自然科学・数学 天文学

2670 敎養天文学 : 重力に支配される宇宙 = Educational astronomy 足立曉生 東京電機大学出版局 1998 9784501616403 自然科学・数学 天文学

2671 測量学
岡本厚.-岡田清.-
森忠次.

東京電機大学出版局 2008 9784501623104 自然科学・数学 天文学

2672 DOJIN選書 地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか 宮原ひろ子 化学同人 2014 9784759816617 自然科学・数学 天文学

2673 ラプラスの天体力学論 第4巻
ピエール=シモン・ラ
プラス
竹下貞雄 訳

大学教育出版 2012 9784864291231 自然科学・数学 天文学

2674 ラプラスの天体力学論 第5巻
ピエール = シモン・
ラプラス
竹下貞雄 訳

大学教育出版 2013 9784864291248 自然科学・数学 天文学

2675 宇宙体系解説
ピエール=シモン・ラ
プラス
竹下貞雄 訳

大学教育出版 2015 9784864293433 自然科学・数学 天文学

2676 宇宙物理学入門　第2版―現代宇宙物理学のAからΩ― 伏見賢一 大学教育出版 2015 9784864293501 自然科学・数学 天文学

2677 地球ダイナミクスとトモグラフィー 川勝均.-東京大学. 朝倉書店 2002 9784254167252 自然科学・数学 地球科学
2678 地殻ダイナミクスと地震発生 菊地正幸.-東京大 朝倉書店 2002 9784254167269 自然科学・数学 地球科学
2679 マグマダイナミクスと火山噴火 鍵山恒臣.-東京大 朝倉書店 2003 9784254167276 自然科学・数学 地球科学

2680 大気環境学 : 地球の気象環境と生物環境 真木太一 朝倉書店 2000 9784254180060 自然科学・数学 地球科学

2681 日本の地質
日本の地質増補版
編集委員会

共立出版 2005 9784320046443 自然科学・数学 地球科学

2682 水文学の基礎 : Fundamentals of hydrology 水村和正 東京電機大学出版局 2008 9784501623807 自然科学・数学 地球科学

2683 水文学の数理 : Mathematics in hydrology 水村和正 東京電機大学出版局 2008 9784501624002 自然科学・数学 地球科学

2684 水を科学する 川瀬義矩. 東京電機大学出版局 2011 9784501626600 自然科学・数学 地球科学

2685 地球温暖化シミュレ－ション：地質時代の炭素循環
柏木洋彦, 鹿園直
建

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422023 自然科学・数学 地球科学

2686 Ｈｏｌｏｃｅｎｅ　ｇｅｏｍｏｒｐｈｉｃ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏａｓｔ Akiko Matsubara Keio University Press 2015 9784766422153 自然科学・数学 地球科学
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2687 地震・噴火災害全史 : Earthquake + eruption
日外アソシエーツ.-
災害情報センター.

日外アソシエーツ 2008 9784816920899 自然科学・数学 地球科学

2688 政府・戒厳令関係史料
大竹米子-平形千
恵子-松尾章一

日本経済評論社 1997 9784818809062 自然科学・数学 地球科学

2689 陸軍関係史料
坂本昇-田崎公司-
松尾章一

日本経済評論社 1997 9784818809079 自然科学・数学 地球科学

2690 海軍関係史料
逢坂英明-田中正
敬-松尾章一

日本経済評論社 1997 9784818809086 自然科学・数学 地球科学

2691 善光寺大地震を生き抜く : 現代語訳「弘化四年・善光寺地震大変錄」
中条唯七郎.-青木
美智男.-中村芙美

日本経済評論社 2011 9784818821989 自然科学・数学 地球科学

2692 複雑系の進化的シナリオ : 生命の発展様式
金子邦彦.-池上高
志

朝倉書店 1998 9784254105155 自然科学・数学 生物

2693 植物の遺伝と育種
米沢勝衛.-福井希
一.-向井康比己

朝倉書店 1997 9784254405095 自然科学・数学 生物

2694 タンパク質の科学
鈴木敦士.-中川弘
毅.-渡部終五.

朝倉書店 1998 9784254435139 自然科学・数学 生物

2695 遺伝子力 : ヒトを支える 50の遺伝子
システム薬学研究
機構

オーム社 2011 9784274209864 自然科学・数学 生物

2696 おもしろ遺伝子の氏名と使命 島田祥輔 オーム社 2013 9784274213656 自然科学・数学 生物

2697
人とサルの違いがわかる本 : 知力から体力, 感情力, 社会力まで全部比
較しました

杉山幸丸 オーム社 2010 9784274502682 自然科学・数学 生物

2698 ワークブックで学ぶ生物学の基礎 : Senior biology : student workbook
Greenwood, 
Tracey-後藤太一
郎-Allan, Richard.-

オーム社 2011 9784274503702 自然科学・数学 生物

2699 「いのち」の不思議さ 稲田祐二 紀伊國屋書店 1992 9784314005715 自然科学・数学 生物
2700 ウサギがはねてきた道 川道武男 紀伊國屋書店 1994 9784314006026 自然科学・数学 生物
2701 進化学入門 : 種の問題を中心に 徳田御稔 紀伊國屋書店 1994 9784314006507 自然科学・数学 生物
2702 気象と人間 : 生気象学入門 神山恵三 紀伊國屋書店 1994 9784314006514 自然科学・数学 生物
2703 ゲノムを読む : 人間を知るために 松原謙一-中村桂 紀伊國屋書店 1996 9784314007207 自然科学・数学 生物

2704 自然へのまなざし : ナチュラリストたちの大地 岸由二 紀伊國屋書店 1996 9784314007474 自然科学・数学 生物

2705 細胞工学槪論 村上浩紀.-菅原卓 コロナ社 1994 9784339067033 自然科学・数学 生物
2706 応用微生物学 谷吉樹. コロナ社 1992 9784339067071 自然科学・数学 生物
2707 応用酵素学概論 喜多恵子. コロナ社 2009 9784339067163 自然科学・数学 生物

2708 生物個体から分子へ : From individual to molecule 立命館大学. コロナ社 2012 9784339067422 自然科学・数学 生物

2709 敎養のための図說生化学
紺野邦夫.-竹田
稔.-富樫裕.

実教出版 1986 9784407022667 自然科学・数学 生物

2710 琵琶湖の10年 : 琵琶湖一周調查からみた変貌
畑明郎-京都環境
問題研究会.

実教出版 1995 9784407029642 自然科学・数学 生物

2711 世界の湖沼保全 : 琵琶湖からの旅 若山茂樹 実教出版 1995 9784407029680 自然科学・数学 生物

2712 フローチャート標準生物学実験
標準生物学実験編
修委員会.

実教出版 2011 9784407321999 自然科学・数学 生物

2713 専門基礎ライブラリー　生体高分子の基礎：はじめてのバイオ分子化学
長谷川慎, 石水毅, 
有馬一成, 前田衣

実教出版 2014 9784407332469 自然科学・数学 生物

2714 酵母ラボマニュアル : 酵母分子細胞生物学実験法
大矢禎一.-山本正
幸.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 1998 9784431708032 自然科学・数学 生物

2715 細胞培養ラボマニュアル 小山秀機. シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 1999 9784431708346 自然科学・数学 生物
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2716 モデル植物ラボマニュアル : 分子遺伝学・分子生物学的実験法
島本功.-岡田清
孝.-岩渕雅樹.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2000 9784431708810 自然科学・数学 生物

2717 微生物の分類・同定実験法 : 分子遺伝学・分子生物学的手法を中心に
横田明.-平石明.-
鈴木健一朗.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2001 9784431709305 自然科学・数学 生物

2718 マウスラボマニュアル : ポストゲノム時代の実験法
東京都臨床医学総
合研究所.

シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2003 9784431710127 自然科学・数学 生物

2719 線虫ラボマニュアル 三谷昌平 シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 2003 9784431710288 自然科学・数学 生物

2720 生体情報工学 : Biological information engineering
赤澤堅造-バイオメ
カニズム学会.

東京電機大学出版局 2001 9784501321802 自然科学・数学 生物

2721 人体を測る : 寸法・形状・運動
持丸正明-河内まき
子-バイオメカニズ
ム学会.

東京電機大学出版局 2006 9784501325404 自然科学・数学 生物

2722 生物圈の環境 池田裕一-有田正 東京電機大学出版局 2007 9784501622404 自然科学・数学 生物

2723 オープンソースで学ぶバイオインフォマティクス
オープンバイオ研
究会.

東京電機大学出版局 2008 9784501622602 自然科学・数学 生物

2724 基礎からわかる生物化学（物質工学入門シリーズ）
杉森大助, 松井栄
樹, 天尾豊, 小山純

森北出版 2010 9784627245716 自然科学・数学 生物

2725
自然淘汰論から中立進化論へ : 進化学のパラダイム転換 = From 
selectionism to neutralism : paradigm shift of evolutionary studies

斎藤成也 NTT出版 2009 9784757160453 自然科学・数学 生物

2726 DOJIN選書 生物の大きさどのように決まるのか 大島靖美 化学同人 2013 9784759813562 自然科学・数学 生物

2727 DNAナノエンジニアリング　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ）
小宮健, 瀧ノ上正
浩, 田中文昭, 浜田
省吾, 村田智

近代科学社 2011 9784764904026 自然科学・数学 生物

2728 現代生命科学入門
小比賀正敬-中島
陽子

慶應義塾大学出版会 2001 9784766408645 自然科学・数学 生物

2729 バイオインフォマティクス入門：学会公認
日本バイオインフォ
マティクス学会

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422511 自然科学・数学 生物

2730 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ2発生・変態・リズム
天野勝文, 田川正
朋 共編

裳華房 2016 9784785351151 自然科学・数学 生物

2731 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ3成長・成熟・性決定
伊藤道彦, 高橋明
義 共編

裳華房 2016 9784785351168 自然科学・数学 生物

2732 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ4求愛・性行動と脳の性分化
小林牧人, 小澤一
史, 棟方有宗 共編

裳華房 2016 9784785351175 自然科学・数学 生物

2733 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ5ホメオスタシスと適応
海谷啓之, 内山実 
共編

裳華房 2016 9784785351182 自然科学・数学 生物

2734 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ7生体防御・社会性
水澤寛太, 矢田崇 
共編

裳華房 2016 9784785351205 自然科学・数学 生物

2735 分子生物学 田村隆明 裳華房 2015 9784785352134 自然科学・数学 生物
2736 人類進化論 : 霊長類学からの展開 山極寿一 裳華房 2014 9784785352172 自然科学・数学 生物
2737 生物学 田村隆明 裳華房 2015 9784785352189 自然科学・数学 生物
2738 生化学 田村隆明 裳華房 2015 9784785352196 自然科学・数学 生物

2739 エントロピーから読み解く生物学 : めぐりめぐむわきあがる生命 佐藤直樹 裳華房 2014 9784785358532 自然科学・数学 生物

2740 イラスト基礎からわかる生化学 : 構造・酵素・代謝 坂本順司 裳華房 2014 9784785358549 自然科学・数学 生物

2741 森の不思議を解き明かす 日本生態学会. 文一総合出版 2008 9784829901359 自然科学・数学 生物
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2742 生きものの数の不思議を解き明かす 日本生態学会. 文一総合出版 2009 9784829901410 自然科学・数学 生物

2743 地球環境問題に挑む生態学
仲岡雅裕.-日本生
態学会.

文一総合出版 2011 9784829910191 自然科学・数学 生物

2744 草木を見つめる科学 : 植物の生活史研究
大原雅.-堀良通.-
種生物学会.

文一総合出版 2005 9784829910634 自然科学・数学 生物

2745
植物群落モニタリングのすすめ : 自然保護に活かす「植物群落レッドデー
タ・ブック」

大沢雅彦.-日本自
然保護協会.

文一総合出版 2005 9784829910641 自然科学・数学 生物

2746 森林の生態学 : 長期大規模研究からみえるもの
柴田銃江.-田中浩-
正木隆.-種生物学

文一総合出版 2006 9784829910665 自然科学・数学 生物

2747 農業と雑草の生態学 : 侵入植物から遺伝子組換え作物まで
芝池博幸.-浅井元
朗.-種生物学会.

文一総合出版 2007 9784829910689 自然科学・数学 生物

2748 共進化の生態学 : 生物間相互作用が織りなす多様性
横山潤-堂囿いく
み.-種生物学会.

文一総合出版 2008 9784829910696 自然科学・数学 生物

2749 森の芽生えの生態学 正木隆. 文一総合出版 2008 9784829910702 自然科学・数学 生物
2750 ブナ林再生の応用生態学 小山浩正.-寺沢和 文一総合出版 2008 9784829910719 自然科学・数学 生物

2751 発芽生物学 : 種子発芽の生理・生態・分子機構
吉岡俊人.-清和研
二.-種生物学会.

文一総合出版 2009 9784829910726 自然科学・数学 生物

2752 花生態学の最前線 : 美しさの進化的背景を探る 種生物学会. 文一総合出版 2000 9784829921418 自然科学・数学 生物

2753 森の分子生態学 : 遺伝子が語る森林のすがた 種生物学会. 文一総合出版 2001 9784829921500 自然科学・数学 生物

2754 光と水と植物のかたち : 植物生理生態学入門 種生物学会. 文一総合出版 2003 9784829921760 自然科学・数学 生物

2755 新訂原色魚類大圖鑑 : Illustrated fishes in colour revised edition 多紀保彦. 北隆館 2005 9784832608207 自然科学・数学 生物

2756 バイオテクノロジー 第2版―基礎原理から工業生産の実際まで―
久保幹, 新川英典, 
竹口昌之, 蓮実文

大学教育出版 2013 9784864292092 自然科学・数学 生物

2757 応用細胞資源利用学　第２巻 ―食材の細胞科学・産業的応用―

日本応用細胞生物
学会
稲森悠平, 猪岡尚
志, 坂井拓夫

大学教育出版 2015 9784864293495 自然科学・数学 生物

2758 DOJIN選書 生まれ変わる動物園 田中正之 化学同人 2013 9784759813524 自然科学・数学 生物

2759 色素細胞：基礎から臨床へ
伊藤祥輔, 柴原茂
樹, 錦織千佳子

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422528 自然科学・数学 生物

2760 ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ回遊・渡り
安東宏徳, 浦野明
央 共編

裳華房 2016 9784785351199 自然科学・数学 生物

2761 脚気の歴史 : ビタミン発見 以前 山下政三 東京大学出版会 1983 9784130660389 技術・工学 医学
2762 日本人のからだ : 健康・身体データ集 鈐木隆雄 朝倉書店 1996 9784254101386 技術・工学 医学
2763 食物繊維の科学 森文平.-辻啓介. 朝倉書店 1997 9784254435122 技術・工学 医学
2764 臨床心理学 桑原知子 朝倉書店 2007 9784254526691 技術・工学 医学

2765 最新健康科学概論
緖方正名-大森豊
緑-前橋明

朝倉書店 2005 9784254640335 技術・工学 医学

2766 新運動の生理科学
小野三嗣-小野寺
昇-成澤三雄

朝倉書店 1997 9784254690309 技術・工学 医学

2767 運動生理学 20講 大石康晴.-勝田茂 朝倉書店 1999 9784254690323 技術・工学 医学

2768 体力づくりのためのスポーツ科学
福永哲夫-青木純
一郎-湯浅景元

朝倉書店 2001 9784254690361 技術・工学 医学

2769 運動と栄養と食品 下村吉治.-伏木亨 朝倉書店 2006 9784254690415 技術・工学 医学
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2770 視床上部, 視床下域, 視覚系 佐野豊 医学書院 2007 9784260003032 技術・工学 医学
2771 視床下部 佐野豊 医学書院 2003 9784260118842 技術・工学 医学
2772 理学療法の本質を問う 奈良, 勲 医学書院 2002 9784260244107 技術・工学 医学

2773 死の自己決定権のゆくえ：尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植 児玉真美 大月書店 2013 9784272360697 自然科学・数学 医学

2774 沖縄戦と心の傷：トラウマ診療の現場から 蟻塚亮二 大月書店 2014 9784272360819 自然科学・数学 医学

2775 精神分裂病の世界 宮本忠雄 紀伊國屋書店 1977 9784314001892 技術・工学 医学
2776 自覚の精神病理 : 自分ということ 木村敏 紀伊國屋書店 1978 9784314002059 技術・工学 医学
2777 老化を探る 信濃每日新聞社. 紀伊國屋書店 1987 9784314004947 技術・工学 医学
2778 ぼけの診療室 中村重信 紀伊國屋書店 1990 9784314005425 技術・工学 医学
2779 脳死と臓器移植 : 日本人の選択 水野肇 紀伊國屋書店 1991 9784314005609 技術・工学 医学
2780 脳 : 小宇宙への旅 信濃每日新聞社. 紀伊國屋書店 1991 9784314005685 技術・工学 医学
2781 脳と心を考える 伊藤正男 紀伊國屋書店 1993 9784314005968 技術・工学 医学
2782 薬よ, おごるなかれ 水野肇 紀伊國屋書店 1995 9784314006965 技術・工学 医学

2783 脳のなかの水分子 : 意識が創られるとき 中田力. 紀伊國屋書店 2006 9784314010115 技術・工学 医学

2784 バイオサイエンス時代から考える人間の未来 檜垣立哉 勁草書房 2015 9784326102433 自然科学・数学 医学

2785 ヒトは病気とともに進化した
太田博樹, 長谷川
眞理子

勁草書房 2013 9784326199457 自然科学・数学 医学

2786 健康教育：表現する身体 山崖俊子, 山口順 勁草書房 2015 9784326251032 自然科学・数学 医学

2787 オバマの医療改革：国民皆保険制度への苦闘 天野拓 勁草書房 2013 9784326700790 自然科学・数学 医学

2788 免疫学槪論 野本亀久雄 コロナ社 1992 9784339067064 技術・工学 医学

2789 生体機能材料学 : 人工臓器・組織工学・再生医療の基礎 赤池敏宏 コロナ社 2005 9784339067125 技術・工学 医学

2790 イタイイタイ病 : 発生源対策22年のあゆみ 畑明郎 実教出版 1994 9784407029567 技術・工学 医学

2791 慢性水俣病・何が病像論なのか 原田正純 実教出版 1994 9784407029574 技術・工学 医学
2792 水俣病と世界の水銀污染 原田正純 実教出版 1995 9784407029635 技術・工学 医学

2793 生体物質相互作用のリアルタイム解析実験法 : BIACORE を中心に 半田宏-永田和宏 シュプリンガー・ジャパン – Springer Japan 1998 9784431707912 技術・工学 医学

2794 脳と心と教育
Byrnes, James P.-
高平小百合-奥田

玉川大学出版部 2006 9784472403330 技術・工学 医学

2795 表面筋電図
木竜徹-佐渡山亜
兵-木塚朝博.-増田
正-バイオメカニズ

東京電機大学出版局 2006 9784501325107 技術・工学 医学

2796
生体のふるえと振動知覚 : メカニカルバイブレーションの機能評価 = 
Tremor and vibratory perception in a living body : functional evaluation of 
mechanical vibration

坂本和義-バイオメ
カニズム学会 
(Japan)

東京電機大学出版局 2009 9784501327002 技術・工学 医学

2797 看護動作のエビデンス : Evidence-based nursing assisting

國澤尚子-小長部
百絵-大久保祐子-
小川鑛一-鈴木玲
子-バイオメカニズ

東京電機大学出版局 2003 9784501415709 技術・工学 医学

2798 看護・介護のための人間工学入門 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2006 9784501415907 技術・工学 医学
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2799 看護・介護を助ける姿勢と動作 : イラストで学ぶボディメカニクス 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2010 9784501418601 技術・工学 医学

2800 「気」を科学する 町好雄 東京電機大学出版局 1993 9784501612900 技術・工学 医学

2801 「気」は脳の科学 : 「気」を科学するパート II 町好雄. 東京電機大学出版局 1996 9784501614805 技術・工学 医学

2802 麻酔科学
Yuge, O.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521622613 技術・工学 医学

2803 リハビリテーション・運動療法
岡島康友.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521622712 技術・工学 医学

2804 薬物療法
安原眞人.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521622811 技術・工学 医学

2805 栄養療法・輸液
武田英二.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521622910 技術・工学 医学

2806 人体の構造と機能
塩田浩平.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521623016 技術・工学 医学

2807 Alternative medicine
長尾和治.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521623115 技術・工学 医学

2808 医療人間学
坪井康次.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521623214 技術・工学 医学

2809 医療面接から診断へ
福井次矢.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2002 9784521623313 技術・工学 医学

2810 EBNと臨床研究
福井次矢.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2003 9784521623511 技術・工学 医学

2811 医学と分子生物学
小島至.-北村聖.-
日野原重明-井村

中山書店 2003 9784521623610 技術・工学 医学

2812 呼吸器疾患
貫和敏博.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521623917 技術・工学 医学

2813 循環器疾患
永井良三.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624013 技術・工学 医学

2814 消化管疾患
千葉勉-井村裕夫.-
日野原重明

中山書店 2005 9784521624112 技術・工学 医学

2815 肝・胆・膵疾患
井廻道夫.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624211 技術・工学 医学

2816 新生児・小児科疾患
原寿郎.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624310 技術・工学 医学

2817 産科疾患
岡村州博.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624419 技術・工学 医学

2818 運動器疾患
中村利孝.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624518 技術・工学 医学

2819 老人の医療
井藤英喜.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624617 技術・工学 医学

2820 認知症
武田雅俊-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624716 技術・工学 医学

2821 脳・神経系疾患
祖父江元.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2005 9784521624815 技術・工学 医学

2822 糖尿病と合併症
南条輝志男.-井村
裕夫.-日野原重明

中山書店 2006 9784521624914 技術・工学 医学

2823 婦人科疾患
神崎秀陽.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2006 9784521625010 技術・工学 医学
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2824 血液・造血器疾患
岩井郁子.-北村
聖.-日野原重明-井
村裕夫.

中山書店 2006 9784521625119 技術・工学 医学

2825 精神疾患
加藤進昌-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2006 9784521625218 技術・工学 医学

2826 腎疾患と高血圧
佐々木成-日野原
重明-井村裕夫.

中山書店 2007 9784521625317 技術・工学 医学

2827 皮膚科疾患
中川秀己.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2007 9784521625416 技術・工学 医学

2828 救急
中谷壽男.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2007 9784521625515 技術・工学 医学

2829 耳鼻咽喉科疾患
喜多村健.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2008 9784521730103 技術・工学 医学

2830 泌尿・生殖器疾患
奥山明彦.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2008 9784521730110 技術・工学 医学

2831 眼科疾患
水流忠彦.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2008 9784521730127 技術・工学 医学

2832 腫瘍の臨床
今井浩三.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2008 9784521730134 技術・工学 医学

2833 代謝疾患・内分泌疾患
日野原重明.-中尾
一和-日野原重明-
井村裕夫.

中山書店 2009 9784521730967 技術・工学 医学

2834 微生物と感染症
岩本愛吉-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2009 9784521730974 技術・工学 医学

2835 免疫・アレルギー疾患
山本一彦-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2009 9784521730981 技術・工学 医学

2836 歯科口腔系疾患
山本悦秀.-井村裕
夫.-日野原重明

中山書店 2009 9784521730998 技術・工学 医学

2837 わかりやすい　人体の構造と機能 塩田浩平集 中山書店 2013 9784521737621 自然科学・数学 医学
2838 わかりやすい リハビリテーション 岡島康友集 中山書店 2013 9784521737683 自然科学・数学 医学

2839 看護倫理　　　１
ドローレス・ドゥー
リー, ジョーン・マッ

9784622062462 自然科学・数学 医学

2840 看護倫理　　　２
ドローレス・ドゥー
リー, ジョーン・マッ

9784622062479 自然科学・数学 医学

2841 看護倫理　　　３
ドローレス・ドゥー
リー, ジョーン・マッ

9784622062486 自然科学・数学 医学

2842 ファルマゲドン：背信の医薬

デイヴィッド・ヒー
リー [著]
田島治 監訳
中里京子 訳

みすず書房 2015 9784622079071 自然科学・数学 医学

2843 日本の精神医学この五〇年 松本雅彦 [著] みすず書房 2015 9784622079194 自然科学・数学 医学

2844 死ぬとはどのようなことか：終末期の命と看取りのために
ジャン・ドメーニコ・
ボラージオ [著]
佐藤正樹 訳

みすず書房 2015 9784622079231 自然科学・数学 医学

2845 リハビリテーションとアフォーダンス : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2001 9784623035052 技術・工学 医学

2846 障害児教育がITで変わる : 特集. 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2002 9784623036974 技術・工学 医学
2847 自然の年齢個人の年齢 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623041664 技術・工学 医学
2848 乳幼児健診をすすめる : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623041671 技術・工学 医学
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2849 自閉症はいま ... : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2013 9784623042395 技術・工学 医学

2850 幼児期軽度発達障害児への支援 : 特集 Terauchi, Ichirō ミネルヴァ書房 2004 9784623046478 技術・工学 医学

2851 発達障害をもつ子どもの育ちを支える : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2008 9784623052257 技術・工学 医学

2852 赤ちゃんの見る・聞くの発達 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2008 9784623052790 技術・工学 医学
2853 子ども虐待の現状と支援 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2009 9784623053612 技術・工学 医学
2854 震災の中で生きる子ども : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2011 9784623061761 技術・工学 医学

2855 子どもの育ちを支える専門職のこれから : 特集. ミネルヴァ書房 2013 9784623067862 技術・工学 医学

2856 "発達障害"を問い直す : 特集. ミネルヴァ書房 2014 9784623070091 技術・工学 医学

2857 子どものトラウマのケアとレジリエンス : 特集 友田明美 ミネルヴァ書房 2016 9784623075799 技術・工学 医学

2858 心が芽ばえるとき : コミュニケーションの誕生と進化 明和政子 NTT出版 2006 9784757102002 技術・工学 医学

2859 DOJIN選書 パンデミックを阻止せよ 浦島充佳 化学同人 2012 9784759813494 自然科学・数学 医学
2860 DOJIN選書 左脳右脳神話の誤解を解く 八田武志 化学同人 2013 9784759813517 自然科学・数学 医学

2861 バイオ統計の基礎：医薬統計入門 (バイオ統計シリ－ズ)
柳川尭, 荒木由布
子

近代科学社 2010 9784764903876 自然科学・数学 医学

2862 観察デ－タの多変量解析：疫学デ－タの因果分析 柳川堯 近代科学社 2016 9784764905054 自然科学・数学 医学

2863 ノ－・タイム・トゥ・ル－ズ：エボラとエイズと国際政治
ピーター・ピオット
宮田一雄, 大村朋
子, 樽井正義 訳

慶應義塾大学出版会 2015 9784766421972 自然科学・数学 医学

2864 子どものこころと体シリ－ズ　発達障害の疑問に答える 黒木俊秀 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422368 自然科学・数学 医学

2865 強迫症の臨床研究（オンデマンド版） 成田善弘 金剛出版 1994 9784772404570 自然科学・数学 医学
2866 心と身体の精神療法（オンデマンド版） 成田善弘 金剛出版 1996 9784772405317 自然科学・数学 医学
2867 対人恐怖・醜形恐怖（オンデマンド版） 鍋田恭孝 金剛出版 1997 9784772405638 自然科学・数学 医学

2868 改訂増補青年期境界例（オンデマンド版） 成田善弘 金剛出版 2004 9784772408288 自然科学・数学 医学

2869 新訂増補　思春期の心の臨床 青木省三 金剛出版 2011 9784772412292 自然科学・数学 医学

2870 薬物依存とアディクション精神医学（オンデマンド版） 松本俊彦 金剛出版 2012 9784772412391 自然科学・数学 医学

2871 子どもから大人への発達精神医学 本田秀夫 金剛出版 2013 9784772413312 自然科学・数学 医学
2872 新版　精神療法家の仕事 成田善弘 金剛出版 2014 9784772413756 自然科学・数学 医学
2873 精神医療・診断の手引き 大野裕 金剛出版 2014 9784772413862 自然科学・数学 医学
2874 マインドフルネス入門講義 大谷彰 金剛出版 2014 9784772413886 自然科学・数学 医学

2875 CRAFT薬物・アルコール依存症からの脱出 吉田精次, 境泉洋 金剛出版 2014 9784772413954 自然科学・数学 医学

2876 サイコパス・インサイド
ジェームス・ファロン
影山任佐 訳

金剛出版 2015 9784772414074 自然科学・数学 医学

2877 脳 : 分子・遺伝子・生理
石浦章一-太田次
郎-二井勇人-笹川

裳華房 2014 9784785358501 技術・工学 医学

2878 ケアの本質を探る : 佐藤登美対談 佐藤登美 メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1996 9784839204471 技術・工学 医学

2879 行動変容へのパフォーマンス
日本保健医療行動
科学会.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1995 9784839204501 技術・工学 医学

2880 検証戦後看護の50年 日本看護歴史学会. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1998 9784839205287 技術・工学 医学
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2881 看護は文化 : 国際化時代に求められる看護. 志摩チヨ江. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1998 9784839206420 技術・工学 医学

2882 死を考える
Deeken, Alfons-メ
ヂカルフレンド社.

メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1986 9784839215439 技術・工学 医学

2883 乳幼児の健康　第2版
前橋明
石井浩子 [ほか]著

大学教育出版 2010 9784864290197 自然科学・数学 医学

2884 健康行動論 鍋谷照 大学教育出版 2012 9784864291545 自然科学・数学 医学

2885 ことばをどう育て、国語をどう学ぶのか：発達脳科学からのコメント 竹下研三 大学教育出版 2013 9784864291903 自然科学・数学 医学

2886 新常識！ 身体健康学 佐々木拓男 大学教育出版 2016 9784864293914 自然科学・数学 医学

2887
Development of Gait by Electromyography : Application to Gait Analysis 
and Evaluation

Okamoto, 
Tsutomu.-Okamoto, 
Kayoko.

歩行開発研究所 2007 9784902473056 技術・工学 医学

2888 筋電図からみた步行の発達 : 步行分析・評価への応用
岡本勉.-岡本香代
子.

歩行開発研究所 2007 9784902473063 技術・工学 医学

2889
子どもの步走跳 : 筋電図からみた「体つくりの基本運動」基本的な動作
「步く」「走る」「跳ぶ」で体力を向上させよう!

岡本勉.-岡本香代
子.

歩行開発研究所 2009 9784902473100 技術・工学 医学

2890 Public Health in a Nuclear Disaster : Message from Fukushima
edited by Seiji 
Yasumura, Kenji 
Kamiya

Hiroshima University Press 2016 9784903068374 自然科学・数学 医学

2891 看護史の人びと. 雪永政枝. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1970 技術・工学 医学

2892 病名告知とQOL : 患者家族と医療職のためのガイドブック 村上國男. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1990 技術・工学 医学

2893 看護史の人びと. 雪永政枝. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1970 技術・工学 医学
2894 看護史の人びと. 雪永政枝. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1979 技術・工学 医学
2895 あなたならどうする？ 患者の性 福増廣幸. メヂカルフレンド社-Medical Friend Co.Ltd. 1987 技術・工学 医学
2896 塗装ハンドブック 中道敏彦.-石塚末 朝倉書店 1996 9784254200843 技術・工学 技術・工学
2897 化学工学ハンドブック 小森悟-荻野文丸 朝倉書店 2004 9784254250305 技術・工学 技術・工学
2898 化学工学の基礎 柘植秀樹 朝倉書店 2000 9784254255843 技術・工学 技術・工学
2899 機能性セラミックス化学 掛川一幸 朝倉書店 2004 9784254255850 技術・工学 技術・工学
2900 家畜繁殖 加藤征史郎 朝倉書店 1994 9784254405064 技術・工学 技術・工学

2901 害虫防除
中筋房夫.-藤家
梓.-大林延夫

朝倉書店 1997 9784254405088 技術・工学 技術・工学

2902 植物保護
一谷多喜郎-中筋
房夫.

朝倉書店 2000 9784254405101 技術・工学 技術・工学

2903 木材科学ハンドブック 祖父江信夫-岡野 朝倉書店 2006 9784254470390 技術・工学 技術・工学
2904 アパレル科学概論 松生勝 朝倉書店 2002 9784254606225 技術・工学 技術・工学
2905 食物科学概論 的場輝佳 朝倉書店 2003 9784254606249 技術・工学 技術・工学
2906 調理科学概論 山本友江-丸山悦 朝倉書店 2005 9784254606256 技術・工学 技術・工学

2907
遺伝子組み換え食品との付き合いかた : GMOの普及と今後のありかた
は?

元木一朗 オーム社 2011 9784274068676 技術・工学 技術・工学

2908 あかりと照明のサイエンス 牟田淳 オーム社 2011 9784274068737 技術・工学 技術・工学
2909 昆虫食古今東西 三橋淳 オーム社 2012 9784274068935 技術・工学 技術・工学

2910
シリーズ応用数理4巻　有限要素法で学ぶ現象と数理―FreeFem++数理
思考プログラミング―

大塚厚二, 高石武
史

共立出版 2014 9784320019539 技術・工学 技術・工学



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 97/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

2911
現代表面科学シリーズ 【1】巻　表面科学こと始め―開拓者たちのひらめ
きに学ぶ―

日本表面科学会集 共立出版 2012 9784320033696 技術・工学 技術・工学

2912 現代表面科学シリーズ 【5】巻　ひとの暮らしと表面科学 犬飼潤治 共立出版 2011 9784320033702 技術・工学 技術・工学

2913 現代表面科学シリーズ 【3】巻　表面物性 日本表面科学会集 共立出版 2012 9784320033719 技術・工学 技術・工学

2914 現代表面科学シリーズ 【4】巻　表面新物質創製 白石賢二 共立出版 2011 9784320033726 技術・工学 技術・工学

2915 現代表面科学シリーズ 【2】巻　表面科学の基礎 日本表面科学会集 共立出版 2013 9784320033733 技術・工学 技術・工学

2916 現代表面科学シリーズ 【6】巻　問題と解説で学ぶ表面科学 日本表面科学会集 共立出版 2013 9784320033740 技術・工学 技術・工学

2917 職業能力開発の経済分析 原ひろみ 勁草書房 2014 9784326503957 技術・工学 技術・工学

2918 台湾の企業戦略 : 経済発展の担い手と多国籍企業化への道 朝元照雄 勁草書房 2014 9784326503995 技術・工学 技術・工学

2919 生活合理化と家庭の近代 : 全国友の会による「カイゼン」と「婦人之友」 小関孝子 勁草書房 2015 9784326602759 技術・工学 技術・工学

2920 「家庭教育」の隘路 : 子育てに強迫される母親たち 本田由紀 勁草書房 2008 9784326653331 技術・工学 技術・工学

2921 女性と美の比較文化
鳥越成代-東京女
子大学.

勁草書房 2008 9784326653348 技術・工学 技術・工学

2922 ワーク・ライフ・バランスと働き方改革 : WLB
武石恵美子-佐藤
博樹

勁草書房 2011 9784326653607 技術・工学 技術・工学

2923 通信網・交換工学 雁部穎一. コロナ社 1977 9784339001112 技術・工学 技術・工学
2924 伝送回路 古賀利郎. コロナ社 1978 9784339001129 技術・工学 技術・工学
2925 基礎システム理論 古田勝久-佐野昭. コロナ社 1978 9784339001136 技術・工学 技術・工学
2926 電力系統工学 関根泰次 コロナ社 1979 9784339001150 技術・工学 技術・工学
2927 音響振動工学 西山静男. コロナ社 1979 9784339001167 技術・工学 技術・工学

2928 基礎電子物性工学
Hiraki, A.-岩見基
弘.-川辺和夫

コロナ社 1979 9784339001198 技術・工学 技術・工学

2929 電子工学槪論 奥田孝美. コロナ社 1983 9784339001259 技術・工学 技術・工学
2930 基礎電気回路. 羽鳥孝三. コロナ社 1983 9784339001266 技術・工学 技術・工学
2931 基礎電気回路. 羽鳥孝三. コロナ社 1985 9784339001273 技術・工学 技術・工学

2932 電力伝送工学
木下仁志-松浦虔
士.-石原啓司.

コロナ社 1983 9784339001280 技術・工学 技術・工学

2933 基礎電子回路
原田耕介.-中野忠
夫.-二宮保.

コロナ社 1985 9784339001297 技術・工学 技術・工学

2934 原子工学槪論 都甲泰正-岡芳明 コロナ社 1987 9784339001310 技術・工学 技術・工学

2935 基礎ディジタル制御
近藤良.-原辰次.-
美多勉

コロナ社 1988 9784339001327 技術・工学 技術・工学

2936 電子デバイス工学 藤井忠邦. コロナ社 1988 9784339001358 技術・工学 技術・工学

2937 マイクロ波・光工学
宮內一洋.-Ishio, 
H.-赤池正巳.

コロナ社 1989 9784339001365 技術・工学 技術・工学

2938 半導体デバイス工学 石原宏. コロナ社 1990 9784339001372 技術・工学 技術・工学

2939 光・量子エレクトロニクス
藤岡知夫-齋藤英
明.-小原實.

コロナ社 1991 9784339001389 技術・工学 技術・工学

2940 ディジタル回路
高橋寬-作田幸徳.-
関根好文.

コロナ社 1996 9784339001402 技術・工学 技術・工学
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2941 回路理論. 石井順也. コロナ社 1998 9784339001419 技術・工学 技術・工学
2942 回路理論. 石井順也. コロナ社 1998 9784339001426 技術・工学 技術・工学
2943 制御工学 森泰親. コロナ社 2001 9784339001433 技術・工学 技術・工学
2944 ディジタル信号処理と基礎理論 谷萩隆嗣. コロナ社 1996 9784339011210 技術・工学 技術・工学
2945 ディジタルフィルタと信号処理 谷萩隆嗣 コロナ社 2001 9784339011227 技術・工学 技術・工学
2946 音声と画像のディジタル信号処理 谷萩隆嗣. コロナ社 1996 9784339011234 技術・工学 技術・工学
2947 高速アルゴリズムと並列信号処理 谷萩隆嗣 コロナ社 2000 9784339011241 技術・工学 技術・工学
2948 カルマンフィルタと適応信号処理 谷萩隆嗣 コロナ社 2005 9784339011258 技術・工学 技術・工学
2949 ARMAシステムとディジタル信号処理 谷萩隆嗣. コロナ社 2008 9784339011265 技術・工学 技術・工学
2950 VLSIとディジタル信号処理 谷萩隆嗣.-伊藤秀 コロナ社 1997 9784339011272 技術・工学 技術・工学
2951 情報通信とディジタル信号処理 谷萩隆嗣 コロナ社 1999 9784339011289 技術・工学 技術・工学

2952 ニューラルネットワークとファジィ信号処理
谷萩隆嗣-山口亨-
萩原将文.

コロナ社 1998 9784339011296 技術・工学 技術・工学

2953 マルチメディアとディジタル信号処理 谷萩隆嗣 コロナ社 1997 9784339011302 技術・工学 技術・工学
2954 材料力学 Nisitani, H. コロナ社 1994 9784339040319 技術・工学 技術・工学
2955 弾性学 阿部博之-関根英 コロナ社 1983 9784339040371 技術・工学 技術・工学
2956 塑性学 後藤學. コロナ社 1982 9784339040388 技術・工学 技術・工学
2957 材料強度 大路淸嗣.-中井善 コロナ社 2006 9784339040395 技術・工学 技術・工学
2958 機械材料学 須藤一. コロナ社 1985 9784339040401 技術・工学 技術・工学
2959 コンピュータ機械工学 Yagawa, G.-金山寬. コロナ社 1990 9784339040432 技術・工学 技術・工学
2960 機械力学 三輪修三-坂田勝 コロナ社 1984 9784339040449 技術・工学 技術・工学
2961 油空圧工学 山口惇-田中裕久 コロナ社 1986 9784339040500 技術・工学 技術・工学
2962 燃焼工学 大竹一友.-藤原俊 コロナ社 1985 9784339040531 技術・工学 技術・工学
2963 伝熱工学 黒崎晏夫.-佐藤勲 コロナ社 2009 9784339040548 技術・工学 技術・工学
2964 蒸気原動機 谷口博.-工藤一彦. コロナ社 1989 9784339040555 技術・工学 技術・工学
2965 溶融加工学 大中逸雄.-荒木孝 コロナ社 1987 9784339040586 技術・工学 技術・工学
2966 機械加工学 中島利勝-鳴瀧則 コロナ社 1983 9784339040593 技術・工学 技術・工学
2967 生産工学 岩田一明.-中沢弘 コロナ社 1988 9784339040623 技術・工学 技術・工学
2968 制御工学 須田信英. コロナ社 1987 9784339040630 技術・工学 技術・工学
2969 システム工学 足立紀彦. コロナ社 1996 9784339040654 技術・工学 技術・工学

2970 内燃機関
廣安博之.-大山宜
茂.-寶諸幸男.

コロナ社 1999 9784339040678 技術・工学 技術・工学

2971 工作機械工学 伊東誼-森脇俊道 コロナ社 2004 9784339040685 技術・工学 技術・工学
2972 機構学 安田仁彦. コロナ社 2005 9784339040692 技術・工学 技術・工学

2973 ロボティクスシリ－ズ　メカトロニクス計測の基礎
石井明, 木股雅章, 
金子透

コロナ社 2013 9784339045147 技術・工学 技術・工学

2974 材料力学：機械設計の基礎 戸伏壽昭　ほか コロナ社 2014 9784339046359 技術・工学 技術・工学
2975 図でよくわかる材料力学 菊池正紀, 和田義 コロナ社 2014 9784339046366 技術・工学 技術・工学
2976 材料マイクロ波プロセッシングの基礎 吉川昇 コロナ社 2014 9784339046373 技術・工学 技術・工学
2977 土木工学序論 佐藤馨一.-Ito, M. コロナ社 1989 9784339050400 技術・工学 技術・工学
2978 土木応用数学 北田俊行 コロナ社 1986 9784339050417 技術・工学 技術・工学

2979 地盤地質学
今井五郎.-足立勝
治.-福江正治.

コロナ社 2002 9784339050431 技術・工学 技術・工学

2980 構造力学 青木徹彦. コロナ社 1986 9784339050448 技術・工学 技術・工学
2981 水理学 [Suke]川登 コロナ社 1987 9784339050455 技術・工学 技術・工学
2982 土質力学 日下部治 コロナ社 2004 9784339050462 技術・工学 技術・工学
2983 土木計画学 川北米良.-榛沢芳 コロナ社 1994 9784339050486 技術・工学 技術・工学
2984 海岸工学 服部昌太郎. コロナ社 1987 9784339050523 技術・工学 技術・工学
2985 地盤工学 海野隆哉.-垂水尚 コロナ社 1993 9784339050547 技術・工学 技術・工学
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2986 交通工学 大蔵泉. コロナ社 1993 9784339050554 技術・工学 技術・工学
2987 建設マネジメント 馬場敬三. コロナ社 1996 9784339050608 技術・工学 技術・工学
2988 応用振動学 山田均-米田昌弘. コロナ社 2003 9784339050615 技術・工学 技術・工学
2989 上下水道工学 茂庭竹生 コロナ社 2007 9784339050639 技術・工学 技術・工学
2990 橋梁工学 泉満明-近藤明雅 コロナ社 2004 9784339050646 技術・工学 技術・工学
2991 土木材料学 三浦尚 コロナ社 2000 9784339050660 技術・工学 技術・工学
2992 鋼構造学 Ito, M. コロナ社 2011 9784339055504 技術・工学 技術・工学
2993 生命工学概論 太田隆久. コロナ社 2010 9784339067019 技術・工学 技術・工学
2994 遺伝子工学概論 魚住武司 コロナ社 1999 9784339067026 技術・工学 技術・工学
2995 植物工学概論 森川弘道.-入船浩 コロナ社 1996 9784339067040 技術・工学 技術・工学
2996 分子遺伝学概論 高橋秀夫 コロナ社 1997 9784339067057 技術・工学 技術・工学
2997 酵素工学槪論 田中渥夫.-松野隆 コロナ社 1995 9784339067088 技術・工学 技術・工学
2998 蛋白質工学槪論 渡辺公綱-小島修 コロナ社 1995 9784339067095 技術・工学 技術・工学
2999 培養工学 Yoshida, T. コロナ社 1998 9784339067132 技術・工学 技術・工学
3000 バイオセパレーション Furusaki, S. コロナ社 1993 9784339067149 技術・工学 技術・工学
3001 バイオミメティクス概論 黒田裕久.-西谷孝 コロナ社 1994 9784339067156 技術・工学 技術・工学
3002 天然物化学 瀬戶治男. コロナ社 2006 9784339067170 技術・工学 技術・工学
3003 暮らしの中の人間工学 小原二郎 実教出版 1971 9784407021066 技術・工学 技術・工学
3004 鉄骨構造設計 藤本盛久-阿部一 実教出版 1983 9784407022346 技術・工学 技術・工学

3005 OR 入門 : 意志決定の基礎
小和田正-加藤豊-
沢木勝茂.

実教出版 1984 9784407022438 技術・工学 技術・工学

3006 例解 OR : 意思決定へのアプローチ 小和田正-加藤豊 実教出版 1988 9784407022742 技術・工学 技術・工学
3007 大学基礎機械材料 門間改三. 実教出版 1993 9784407023282 技術・工学 技術・工学
3008 経済・経営のための基礎数学 石田望 実教出版 1996 9784407023619 技術・工学 技術・工学
3009 例題と演習で理解する基礎半導体工学 林敏也. 実教出版 1996 9784407023732 技術・工学 技術・工学
3010 OR の基礎 : AHP から最適化まで 加藤豊-小沢正典. 実教出版 1998 9784407023855 技術・工学 技術・工学
3011 経営科学 荒木勉 実教出版 1999 9784407023985 技術・工学 技術・工学

3012 標準自動制御
増田良介-長谷川
健介-高橋宏治-加

実教出版 1999 9784407024036 技術・工学 技術・工学

3013 工学系のための基礎数学 宮本一郎-松田勲 実教出版 2000 9784407024067 技術・工学 技術・工学

3014 広告, もうひとつの科学 : 日本の広告コミュニケーション 小林保彥. 実教出版 1982 9784407027488 技術・工学 技術・工学

3015 経営統計入門 宮川公男 実教出版 1982 9784407027495 技術・工学 技術・工学
3016 入門経営学 森本三男.-山城章 実教出版 1984 9784407027600 技術・工学 技術・工学
3017 最新マーケティング総論 宇野政雄. 実教出版 1985 9784407027648 技術・工学 技術・工学
3018 戦略的マーケティング入門 大須賀明 実教出版 1987 9784407027730 技術・工学 技術・工学

3019 経営科学と情報処理
宮川公男-佐藤修-
野々山隆幸

実教出版 1987 9784407027754 技術・工学 技術・工学

3020 現代経営学の基礎 稲葉元吉. 実教出版 1990 9784407027853 技術・工学 技術・工学
3021 経営学 30講 高柳暁 実教出版 1991 9784407027860 技術・工学 技術・工学
3022 貿易英語入門 石田貞夫-桜庭一 実教出版 1999 9784407027877 技術・工学 技術・工学
3023 ビジネス実務総論 森脇道子 実教出版 2000 9784407028119 技術・工学 技術・工学
3024 ビジネスワーク論 森脇道子 実教出版 2000 9784407028140 技術・工学 技術・工学

3025 新現代会計学の基礎
淸村英之.-稲垣冨
士男-新井益太郎

実教出版 2001 9784407028157 技術・工学 技術・工学

3026 ビジネスと情報 池內健治 実教出版 2002 9784407028164 技術・工学 技術・工学
3027 ビジネスプレゼンテーション 武田秀子.-森脇道 実教出版 2002 9784407028171 技術・工学 技術・工学
3028 孤立する日本の原子力政策 日本弁護士連合会. 実教出版 1994 9784407029581 技術・工学 技術・工学
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3029 クルマ依存社会 : 自動車排出ガス污染から考える
水谷洋一-永井進-
柴田徳衛

実教出版 1995 9784407029598 技術・工学 技術・工学

3030 都市になぜ農地が必要か 進士五十八 実教出版 1996 9784407029628 技術・工学 技術・工学

3031 川と開発を考える : ダム建設の時代は終わったか 日本弁護士連合会. 実教出版 1995 9784407029673 技術・工学 技術・工学

3032 資料日本工業敎育史 小林一也. 実教出版 2001 9784407030525 技術・工学 技術・工学
3033 商業敎育の步み : 現状の課題と展望 笈川達男. 実教出版 2001 9784407030532 技術・工学 技術・工学
3034 家庭看護・介護と福祉 内海滉 実教出版 1998 9784407031393 技術・工学 技術・工学
3035 栽培環境入門 角田公正. 実教出版 1998 9784407031409 技術・工学 技術・工学

3036 作物入門
角田公正.-星川清
親-石井竜一

実教出版 1998 9784407031416 技術・工学 技術・工学

3037 簿記入門
新井益太郎-稲垣
富士男

実教出版 1998 9784407031423 技術・工学 技術・工学

3038 電気・電子槪論 浅野眞次.-伊理正 実教出版 1998 9784407031515 技術・工学 技術・工学
3039 化学工学入門 化学工学編修委員 実教出版 1998 9784407031539 技術・工学 技術・工学

3040 測定・鋳造・塑性加工・溶接・切削加工1 嵯峨常生.-岩崎清. 実教出版 1998 9784407031553 技術・工学 技術・工学

3041 切削加工 2・研削加工・NC工作機械加工・手仕上げ 岩崎清.-嵯峨常生. 実教出版 1998 9784407031560 技術・工学 技術・工学

3042 材料・工作測定・内燃機関・流体機械・品質管理・電気電子・制御 嵯峨常生.-岩崎清. 実教出版 1998 9784407031577 技術・工学 技術・工学

3043 機械要素槪論 1 : 力学・材料・機械要素など 中川恵二.-林洋次. 実教出版 1998 9784407031584 技術・工学 技術・工学

3044 機械要素槪論 2 : 機構・伝達・ブレーキなど 林洋次. 実教出版 1998 9784407031591 技術・工学 技術・工学

3045 建築施工入門 井上司郎 実教出版 1998 9784407031614 技術・工学 技術・工学

3046 土質力学入門
林田師照.-安川郁
夫.-赤井浩一.-能
城正治.

実教出版 1998 9784407031669 技術・工学 技術・工学

3047 水理学入門 花房保.-岩佐義朗 実教出版 1998 9784407031676 技術・工学 技術・工学
3048 橋梁 近藤泰夫 実教出版 1998 9784407031690 技術・工学 技術・工学
3049 一般構造 青木博文. 実教出版 1999 9784407031737 技術・工学 技術・工学
3050 建築構造力学入門 和田章-藤本盛久 実教出版 1999 9784407031744 技術・工学 技術・工学
3051 建築構造設計入門 和田章-藤本盛久 実教出版 1999 9784407031751 技術・工学 技術・工学
3052 そ菜入門 伊東正. 実教出版 1999 9784407031768 技術・工学 技術・工学

3053 果樹入門
土屋七郎.-松井弘
之.-永沢勝雄

実教出版 1999 9784407031775 技術・工学 技術・工学

3054 花卉入門 今西英雄.-大川清 実教出版 1999 9784407031782 技術・工学 技術・工学
3055 畜産入門 渡邊昭三. 実教出版 2000 9784407031799 技術・工学 技術・工学
3056 電力技術入門 石井彰三 実教出版 1999 9784407031812 技術・工学 技術・工学
3057 メカトロニクス槪論 1 : 入門編 山田耕治.-舟橋宏 実教出版 1999 9784407031829 技術・工学 技術・工学
3058 メカトロニクス槪論 2 : 応用編 奥村雅美.-高野政 実教出版 1999 9784407031836 技術・工学 技術・工学
3059 電子回路入門 藤井信生-末松安 実教出版 1999 9784407031843 技術・工学 技術・工学
3060 マーケティング入門 岡野修一.-渡部一 実教出版 1999 9784407031850 技術・工学 技術・工学
3061 農業経営入門 五味仙衛武 実教出版 2000 9784407031881 技術・工学 技術・工学
3062 農業機械入門 木谷収 実教出版 2000 9784407031898 技術・工学 技術・工学
3063 経営情報入門 宮川公男 実教出版 1999 9784407031904 技術・工学 技術・工学

3064 ホテル経営を考える : lecture
大和ハウス工業生
活研究所.-多摩大

実教出版 1993 9784407032024 技術・工学 技術・工学
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3065 電気・電子計測入門 中本高道. 実教出版 2002 9784407301120 技術・工学 技術・工学

3066 国際ビジネスのコミュニケーション : Business transactions in globalization 岡本祥子. 実教出版 2003 9784407301151 技術・工学 技術・工学

3067 金融工学入門 : ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎 木村俊一 実教出版 2002 9784407301168 技術・工学 技術・工学

3068 「農業」から教育を拓く 佐野明 実教出版 2003 9784407301175 技術・工学 技術・工学
3069 最新土木製図 大田孝二.-藤野陽 実教出版 2003 9784407302875 技術・工学 技術・工学

3070 続資料日本工業教育史 : 平成・二十一世紀の工業教育
小林一也.-浅岡廣
一.

実教出版 2003 9784407303438 技術・工学 技術・工学

3071 最新電子回路入門 岩本洋.-藤井信生 実教出版 2004 9784407304558 技術・工学 技術・工学
3072 最新メカトロニクス入門 舟橋宏明 実教出版 2004 9784407304565 技術・工学 技術・工学
3073 最新建築構造入門 青木博文 実教出版 2004 9784407304572 技術・工学 技術・工学

3074 電気・電子の基礎
毛塚博史-光井俊
治.-中野善明.

実教出版 2006 9784407308112 技術・工学 技術・工学

3075 基本流通論
青木敏幸.-橋本雅
隆.-中田信哉

実教出版 2006 9784407308495 技術・工学 技術・工学

3076 現代マーケティング論
遠藤彰郎.-岡本慶
一.-武井寿.

実教出版 2006 9784407308501 技術・工学 技術・工学

3077 新版経営学 高柳暁 実教出版 2006 9784407308518 技術・工学 技術・工学

3078 工業力学
末益博志.-金原勲-
鈴木浩治-金原粲

実教出版 2006 9784407308549 技術・工学 技術・工学

3079 機械力学 末益博志.-金原粲. 実教出版 2007 9784407308570 技術・工学 技術・工学

3080 工業科教育法の研究 : 新しい観点と実践に基づく
中村豊久.-佐藤弘
幸-池守滋.

実教出版 2006 9784407310566 技術・工学 技術・工学

3081 グローバル化の経営学 榊原貞雄.-丹野勲 実教出版 2007 9784407310795 技術・工学 技術・工学

3082 ロジスティクス槪論
嘉瀬英昭.-伊津野
範博.-中田信哉-橋
本雅隆

実教出版 2007 9784407313154 技術・工学 技術・工学

3083 電気回路 高田進.-金原粲. 実教出版 2008 9784407313161 技術・工学 技術・工学
3084 電気数学 吉田貞史.-金原粲. 実教出版 2008 9784407313178 技術・工学 技術・工学
3085 最新電気機器入門 新井芳明.-深尾正 実教出版 2007 9784407313345 技術・工学 技術・工学

3086 流体力学 : シンプルにすれば「流れ」がわかる 築地徹浩.-金原粲. 実教出版 2009 9784407315417 技術・工学 技術・工学

3087 最新商業簿記
新井淸光-川村義
則.-加古宜士

実教出版 2008 9784407315424 技術・工学 技術・工学

3088 グローバル・環境・情報化社会とマネジメント 周佐喜和. 実教出版 2009 9784407316186 技術・工学 技術・工学

3089 基本簿記 蛭川幹夫. 実教出版 2008 9784407316193 技術・工学 技術・工学
3090 基本簿記演習 蛭川幹夫. 実教出版 2008 9784407316209 技術・工学 技術・工学

3091
Q & A 高等学校産業教育ハンドブック : 産業教育・職業教育の充実と理
解のために

産業教育振興中央
会.

実教出版 2009 9784407316582 技術・工学 技術・工学

3092 セキュリティと標準化・情報化と経営 平井利明. 実教出版 2009 9784407316674 技術・工学 技術・工学
3093 最新電気製図 実教出版. 実教出版 2008 9784407316940 技術・工学 技術・工学

3094 入門経営科学 : Excel による演習
宮川公男-佐藤修-
野々山隆幸

実教出版 2009 9784407316957 技術・工学 技術・工学

3095 最新工業簿記 伊藤博-小林哲夫 実教出版 2009 9784407318203 技術・工学 技術・工学

3096 入門会計学 : 財務諸表を読むためのエッセンス 片山覚. 実教出版 2009 9784407318289 技術・工学 技術・工学
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3097 ビジネスプレゼンテーション 武田秀子.-森脇道 実教出版 2011 9784407322613 技術・工学 技術・工学
3098 ビジネス実務総論 森脇道子. 実教出版 2011 9784407322620 技術・工学 技術・工学

3099 大学基礎材料力学
三好俊郎.-尾田十
八-Shiratori, M.-三
好俊郎

実教出版 2011 9784407325140 技術・工学 技術・工学

3100 暮らしの中の人間工学 小原二郎 実教出版 2011 9784407325874 技術・工学 技術・工学

3101 Professional Engineer Library　材料力学 久池井茂 実教出版 2015 9784407332827 技術・工学 技術・工学

3102 ライフサイクル・コスティング 江頭幸代. 税務経理協会 2008 9784419050771 技術・工学 技術・工学
3103 日米企業の業績比較 武内成 税務経理協会 2009 9784419052782 技術・工学 技術・工学

3104 会計士の誕生 : プロフェッションとは何か = The birth of accountants 友岡賛 税務経理協会 2010 9784419054366 技術・工学 技術・工学

3105 永久差異 : IFRSの嵐の次に来るもの 山田有人 税務経理協会 2011 9784419055981 技術・工学 技術・工学

3106 企業と会計 : Business & accounting
水口剛-後藤晃範-
平井裕久

税務経理協会 2011 9784419056896 技術・工学 技術・工学

3107
ロジスティクスの改革最前線と新しい課題 : Logistics Innovation & the 
new Issues

芦田誠 税務経理協会 2013 9784419059385 技術・工学 技術・工学

3108
IFRS 設定の背景 : 基本事項の決定・従業員給付 = International Finance 
Reporting Standards

山田辰己 税務経理協会 2013 9784419059781 技術・工学 技術・工学

3109
IFRS 設定の背景 : 金融商品 = International Finance Reporting 
Standards

山田辰己 税務経理協会 2013 9784419059798 技術・工学 技術・工学

3110
EUにおけるコーポレート・ガバナンス : 欧州株式会社制度の体系化と企
業の実践

明山健師 税務経理協会 2013 9784419060084 技術・工学 技術・工学

3111 管理会計の理論と実務 : 大手民鉄とゼネコンの管理会計システム 片岡健治 税務経理協会 2013 9784419060091 技術・工学 技術・工学

3112 International Perspectives on Accounting and Corporate Behavior
Nakano, Makoto-
Ito, Kunio

Springer 2014 9784431547914 技術・工学 技術・工学

3113 農林業 梅村又次 東洋経済新報社 1966 9784492810897 技術・工学 技術・工学

3114 経営監查論 : 内部監查の機能的展開としての経営監查の研究 可児島俊雄 同文館出版 1970 9784495123536 技術・工学 技術・工学

3115 ドイツ資金計算書論 伊藤淸己 同文館出版 1985 9784495134310 技術・工学 技術・工学
3116 会計測定論 : 不信解消会計の構築 中野勲 同文館出版 1987 9784495138417 技術・工学 技術・工学

3117 アメリカ管理会計史 : 上卷, 萌芽期--生成期 上総康行 同文館出版 1989 9784495151515 技術・工学 技術・工学

3118 アメリカ管理会計史 : 下卷, 成立期--展開期 上総康行 同文館出版 1989 9784495152215 技術・工学 技術・工学

3119 情報監查論 古賀智敏 同文館出版 1990 9784495153311 技術・工学 技術・工学

3120 学際会計学 : 記号・経済・経営分野との相互浸透 石井薰 同文館出版 1991 9784495154417 技術・工学 技術・工学

3121 企業実体維持会計論 菊谷正人 同文館出版 1991 9784495155315 技術・工学 技術・工学
3122 会計情報の意味と構造 山本真樹夫 同文館出版 1992 9784495155711 技術・工学 技術・工学
3123 管理会計の世紀 伊藤博 同文館出版 1992 9784495156213 技術・工学 技術・工学

3124 豫算統制システム : その有効性に関する硏究 伊藤善朗 同文館出版 1993 9784495156916 技術・工学 技術・工学
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3125 監查理論研究 : 監視・監督・監查の統合理論 碓氷悟史 同文館出版 1992 9784495157012 技術・工学 技術・工学

3126 会計歲時記 久野光朗 同文館出版 1993 9784495157111 技術・工学 技術・工学
3127 ドイツ実体維持会計論 中田清 同文館出版 1993 9784495158415 技術・工学 技術・工学
3128 情報公開制度としての現代会計 山地秀俊 同文館出版 1994 9784495159412 技術・工学 技術・工学
3129 管理原価計算の史的研究 中根敏晴 同文館出版 1996 9784495161118 技術・工学 技術・工学

3130 アメリカ鉄道管理会計生成史 : 業績評価と意思決定に関連して 高梠真一 同文館出版 1999 9784495163617 技術・工学 技術・工学

3131 会計政策の法則 : 会計行動の特性と背景 星野一郎 同文館出版 1999 9784495163815 技術・工学 技術・工学

3132 日本原価計算理論形成史研究 建部宏明 同文館出版 2003 9784495180317 技術・工学 技術・工学
3133 長崎造船所原価計算生成史 豊島義一 同文館出版 2006 9784495187712 技術・工学 技術・工学
3134 戦後日本の会計制度形成と展開 嶋和重 同文館出版 2007 9784495189518 技術・工学 技術・工学
3135 運転資本管理 市村昭三-古川栄 同文館出版 1975 9784495300326 技術・工学 技術・工学
3136 財務分析の研究 古川浩一 同文館出版 1988 9784495340414 技術・工学 技術・工学

3137 技術の理論 : 現代工業経営問題への技術論的接近 宗像正幸 同文館出版 1989 9784495345013 技術・工学 技術・工学

3138 アメリカ経営史学の研究 榎本悟 同文館出版 1990 9784495347819 技術・工学 技術・工学
3139 英国の M & A 村松司叙 同文館出版 1993 9784495355913 技術・工学 技術・工学
3140 現代労務管理成立史論 小林康助 同文館出版 2001 9784495368210 技術・工学 技術・工学

3141 マーケティング経済研究序說 : E・T・グレサーの研究 西村栄治 同文館出版 1994 9784495632618 技術・工学 技術・工学

3142 マーケティング学の生誕へ向けて 上沼克徳. 同文館出版 2003 9784495639518 技術・工学 技術・工学
3143 電気機器要論 磯部直吉. 東京電機大学出版局 1977 9784501009205 技術・工学 技術・工学
3144 照明工学講義 関重広 東京電機大学出版局 1987 9784501102302 技術・工学 技術・工学
3145 交流回路 宇野辛一.-磯部直 東京電機大学出版局 1991 9784501105006 技術・工学 技術・工学

3146 制御工学.

川島忠雄-福井康
裕-中村尚五-羽根
吉寿正-小川鑛一.-
藤卷忠雄-深海登

東京電機大学出版局 1995 9784501106508 技術・工学 技術・工学

3147 制御工学.
三舩博史-柿倉正
義-川島忠雄-大庭
勝実.-藤卷忠雄

東京電機大学出版局 1996 9784501106607 技術・工学 技術・工学

3148 パワーエレクトロニクスの基礎 : 新しいパワーデバイスとその応用 岸敬二. 東京電機大学出版局 1996 9784501107109 技術・工学 技術・工学

3149 電気電子材料 : 導電性制御とエネルギー変換の実際 松葉博則. 東京電機大学出版局 1998 9784501108007 技術・工学 技術・工学

3150 基礎電気・電子工学
宮入庄太-前田明
志-磯部直吉.

東京電機大学出版局 2000 9784501108908 技術・工学 技術・工学

3151 初めて学ぶ基礎制御工学 森政弘-小川鉱一. 東京電機大学出版局 2001 9784501109608 技術・工学 技術・工学
3152 高周波の基礎 三輪進. 東京電機大学出版局 2001 9784501109707 技術・工学 技術・工学

3153 たのしくできる PC (プログラマブルコントローラ) メカトロ制御実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2001 9784501109806 技術・工学 技術・工学

3154 図解シーケンス制御の考え方・読み方 : 初步から実際まで 大浜庄司 東京電機大学出版局 2002 9784501110307 技術・工学 技術・工学

3155 電気のための基礎数学 熊谷文宏.-浅川毅 東京電機大学出版局 2003 9784501111304 技術・工学 技術・工学

3156 エレクトリックエンジン・カー : 新しい自動車時代のはじまり 藤中正治 東京電機大学出版局 2003 9784501111502 技術・工学 技術・工学
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3157 エネルギー変換工学 : 地球温暖化の終焉へ向けて 柳父悟.-西川尚男. 東京電機大学出版局 2004 9784501112202 技術・工学 技術・工学

3158 回路理論の計算法
浅川毅.-東京電機
大学.

東京電機大学出版局 2005 9784501112608 技術・工学 技術・工学

3159 入門回路理論 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2005 9784501112707 技術・工学 技術・工学
3160 電力系統工学 柳父悟-加藤政一 東京電機大学出版局 2006 9784501113001 技術・工学 技術・工学
3161 電気回路の基礎 足立修一-森大毅. 東京電機大学出版局 2007 9784501113209 技術・工学 技術・工学

3162 ナノスケールサーボ制御 : 高速・高精度に位置を決める技術
藤本博志-平田光
男-山口高司.

東京電機大学出版局 2007 9784501113506 技術・工学 技術・工学

3163 新入生のための電気工学 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2007 9784501113605 技術・工学 技術・工学
3164 学生のための電気回路 井出英人. 東京電機大学出版局 2008 9784501113704 技術・工学 技術・工学
3165 よくわかる電気数学 照井博志. 東京電機大学出版局 2008 9784501114404 技術・工学 技術・工学

3166 パワーエレクトロニクスとその応用 : 省エネ・エコ技術 岸敬二. 東京電機大学出版局 2008 9784501114503 技術・工学 技術・工学

3167 燃料電池の技術 : 固体高分子形の課題と対策 西川尚男. 東京電機大学出版局 2010 9784501115203 技術・工学 技術・工学

3168 はじめてのセンサ技術 増田良介 東京電機大学出版局 2011 9784501115401 技術・工学 技術・工学

3169 電気の歴史 : 人と技術のものがたり = A history of electrical engineering 高橋雄造. 東京電機大学出版局 2011 9784501115609 技術・工学 技術・工学

3170 半導体工学 : 基礎からデバイスまで

深海登世司.-東京
電機大学.-青野朋
義.-木下彬.-小林
保正.-高井裕司.-
中野朝安.-原和
裕.-樋口政明.-藤
中正治.-本間和
明.-町好雄.-六倉

東京電機大学出版局 2004 9784501311902 技術・工学 技術・工学

3171 電子回路通論. 中村欽雄. 東京電機大学出版局 1989 9784501313203 技術・工学 技術・工学
3172 電子回路通論. 中村欽雄. 東京電機大学出版局 1993 9784501315603 技術・工学 技術・工学
3173 無線機器システム 萩野芳造.-小滝國 東京電機大学出版局 1994 9784501316808 技術・工学 技術・工学
3174 初めて学ぶ基礎電子工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 1995 9784501317508 技術・工学 技術・工学
3175 電子計測 : 基礎から計測システムまで 小滝國雄.-島田和 東京電機大学出版局 1996 9784501318307 技術・工学 技術・工学
3176 生体システム工学入門 橋本成広. 東京電機大学出版局 1996 9784501318505 技術・工学 技術・工学
3177 光ファイバ通信槪論 榛葉實. 東京電機大学出版局 1999 9784501320102 技術・工学 技術・工学
3178 アンテナおよび電波伝搬 三輪進-加来信之. 東京電機大学出版局 1999 9784501320300 技術・工学 技術・工学

3179 電気通信概論 : 通信システム・ネットワーク・マルチメディア通信 荒谷孝夫. 東京電機大学出版局 2000 9784501320409 技術・工学 技術・工学

3180 スペクトラム拡散技術のすべて : CDMA から IMT-2000, Bluetooth まで 松尾憲一. 東京電機大学出版局 2002 9784501322403 技術・工学 技術・工学

3181 情報通信基礎. 三輪進. 東京電機大学出版局 2003 9784501322700 技術・工学 技術・工学
3182 アナログ電子回路の基礎 堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003 9784501322908 技術・工学 技術・工学
3183 ディジタル電子回路の基礎 堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003 9784501323004 技術・工学 技術・工学

3184 リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎 大内和夫. 東京電機大学出版局 2004 9784501323301 技術・工学 技術・工学

3185 MATLAB による誘導制御系の設計 江口, 弘文. 東京電機大学出版局 2004 9784501323400 技術・工学 技術・工学

3186 MATLAB による制御のための上級システム同定 足立修一. 東京電機大学出版局 2004 9784501323509 技術・工学 技術・工学

3187 画像処理工学 : Image processing technology 村上伸一. 東京電機大学出版局 2004 9784501323707 技術・工学 技術・工学
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3188 たのしくできる H8マイコン制御実験 橫田一弘.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004 9784501323806 技術・工学 技術・工学
3189 ディジタル回路の計算法 武田鎮一.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004 9784501323905 技術・工学 技術・工学

3190
ユビキタス無線ディバイス : IC カード・RF タグ・UWB・ZigBee・可視光通
信・技術動向.

根日屋英之.-小川
真紀.

東京電機大学出版局 2005 9784501324506 技術・工学 技術・工学

3191 センサネットワーク技術 : ユビキタス情報環境の構築に向けて
戶辺義人.-南正
輝.-安藤繁.-田村

東京電機大学出版局 2005 9784501324704 技術・工学 技術・工学

3192
ユビキタス時代のアンテナ設計 : 広帯域, マルチバンド, 至近距離通信の
ための最新技術.

根日屋英之.-小川
真紀.

東京電機大学出版局 2005 9784501325008 技術・工学 技術・工学

3193 増幅回路と負帰還増幅 伊東規之. 東京電機大学出版局 2006 9784501325206 技術・工学 技術・工学

3194
ワイヤレスブロードバンド技術 : IEEE 802 と 4G 携帯の展開, OFDM と 
MIMO の技術.

根日屋英之.-小川
真紀.

東京電機大学出版局 2006 9784501325305 技術・工学 技術・工学

3195 GPS のための実用プログラミング 坂井丈泰. 東京電機大学出版局 2007 9784501325503 技術・工学 技術・工学
3196 ディジタル IC 回路のすべて 白土義男 東京電機大学出版局 2008 9784501326203 技術・工学 技術・工学

3197 電子ペーパー
面谷信.-日本画像
学会.

東京電機大学出版局 2008 9784501326401 技術・工学 技術・工学

3198 電子写真 : プロセスとシミュレーション
平倉浩治.-川本広
行.-日本画像学会.

東京電機大学出版局 2008 9784501326500 技術・工学 技術・工学

3199 カラーマネジメント技術 : 拡張色空間とカラーアピアランス
小野文孝.-河村尚
登.-画像電子学会.

東京電機大学出版局 2008 9784501326609 技術・工学 技術・工学

3200 ユーザが感じる品質基準 QoE : IPTV サービスの開発を例として
NTT サイバーソ
リューション研究所.

東京電機大学出版局 2009 9784501326807 技術・工学 技術・工学

3201 よくわかるワイヤレス通信 田中博.-風間宏志. 東京電機大学出版局 2009 9784501326906 技術・工学 技術・工学

3202
リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎 : Principles of 
synthetic aperture radar for remote sensing

大内和夫. 東京電機大学出版局 2009 9784501327101 技術・工学 技術・工学

3203 3次元画像処理入門 : Introduction to 3D image processing
村上伸一.-鳥脇純
一郎.

東京電機大学出版局 2010 9784501327309 技術・工学 技術・工学

3204 初めて学ぶ基礎電子工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2010 9784501327705 技術・工学 技術・工学
3205 材料力学 考え方解き方 萩原国雄. 東京電機大学出版局 1994 9784501412500 技術・工学 技術・工学
3206 機械力学 : 考え方解き方 小山十郎. 東京電機大学出版局 1994 9784501412609 技術・工学 技術・工学
3207 空気圧の基礎と応用 高橋徹. 東京電機大学出版局 1995 9784501412906 技術・工学 技術・工学

3208 材料力学 : 機械技術者のために
山本善之.-浅岡照
夫.-松原典宏.-小
久保邦雄.

東京電機大学出版局 1996 9784501413002 技術・工学 技術・工学

3209 加工の力学入門 : 塑性変形・破壊・機械加工
臼井英治-白樫高
洋.

東京電機大学出版局 1996 9784501413200 技術・工学 技術・工学

3210 流体の力学計算法 森田泰司. 東京電機大学出版局 1999 9784501413309 技術・工学 技術・工学
3211 熱力学 考え方解き方 小林恒和. 東京電機大学出版局 1997 9784501413507 技術・工学 技術・工学
3212 油圧の基礎と応用 高橋徹. 東京電機大学出版局 1997 9784501413606 技術・工学 技術・工学
3213 流体の基礎と応用 森田泰司 東京電機大学出版局 1997 9784501413705 技術・工学 技術・工学
3214 機械の力学計算法 橋本広明. 東京電機大学出版局 1997 9784501413804 技術・工学 技術・工学
3215 熱・流体・空調の計算法 越後雅夫. 東京電機大学出版局 1997 9784501414009 技術・工学 技術・工学
3216 初めて学ぶ基礎ロボット工学 小川鉱一.-加藤了 東京電機大学出版局 1998 9784501414108 技術・工学 技術・工学
3217 機械製作法要論 臼井英治-松村隆. 東京電機大学出版局 1999 9784501414702 技術・工学 技術・工学
3218 看護動作を助ける基礎人間工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 1999 9784501414801 技術・工学 技術・工学
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3219 油圧制御システム
小波倭文朗.-西海
孝夫.

東京電機大学出版局 1999 9784501414900 技術・工学 技術・工学

3220 相撲ロボットの作り方 浅野健一 東京電機大学出版局 2001 9784501415204 技術・工学 技術・工学
3221 図解機械材料 打越二弥. 東京電機大学出版局 2001 9784501415303 技術・工学 技術・工学
3222 初めて学ぶ基礎機械システム 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2001 9784501415402 技術・工学 技術・工学

3223
人と物の動きの計測技術 : ひずみゲージとその応用 = Measurement 
technology of motion for structures and human body

小川鑛一-バイオメ
カニズム学会.

東京電機大学出版局 2002 9784501415600 技術・工学 技術・工学

3224 機械の設計 考え方・解き方
須藤亘啓-東京電
機大学.

東京電機大学出版局 2006 9784501415808 技術・工学 技術・工学

3225 初めて学ぶ PID 制御の基礎 江口弘文. 東京電機大学出版局 2006 9784501416003 技術・工学 技術・工学

3226
ヒューマノイド工学 : 生物進化から学ぶ 2関節筋ロボット機構 = 
Revolution in humanoid robotics : evolution of motion control

熊本水頼-精密工
学会.

東京電機大学出版局 2006 9784501416102 技術・工学 技術・工学

3227 初めて学ぶ現代制御の基礎 江口弘文.-大屋勝 東京電機大学出版局 2007 9784501416300 技術・工学 技術・工学

3228 MATLAB による振動工学 : 基礎からマルチボディダイナミクスまで
小林信之-杉山博
之.

東京電機大学出版局 2008 9784501417406 技術・工学 技術・工学

3229 生体機能工学
松丸隆文.-バイオメ
カニズム学会 

東京電機大学出版局 2008 9784501417505 技術・工学 技術・工学

3230
機械強度設計のための CAE 入門 : 有限要素法活用のノウハウ = 
Computer aided engineering

栗山好夫.-笹川宏
之.

東京電機大学出版局 2008 9784501417604 技術・工学 技術・工学

3231 自動車材料入門 高行男. 東京電機大学出版局 2009 9784501417802 技術・工学 技術・工学
3232 よくわかるメカトロニクス 見崎正行.-小峯竜 東京電機大学出版局 2009 9784501417901 技術・工学 技術・工学
3233 工業材料入門 富士明良. 東京電機大学出版局 2009 9784501418007 技術・工学 技術・工学
3234 材料力学考え方解き方 萩原国雄. 東京電機大学出版局 2010 9784501418502 技術・工学 技術・工学

3235 自動車工学 : Engineering of Automobile
横森求.-樋口健治-
自動車工学編集委
員会.

東京電機大学出版局 2011 9784501419103 技術・工学 技術・工学

3236 内燃機関 : Internal combustion engine
古浜庄一.-内燃機
関編集委員会.

東京電機大学出版局 2011 9784501419301 技術・工学 技術・工学

3237 スイッチング理論と応用 足立暁生 東京電機大学出版局 1990 9784501515201 技術・工学 技術・工学

3238 利益をもたらす ISO 9001:2000 解釈と運用 高林貞夫. 東京電機大学出版局 2001 9784501534103 技術・工学 技術・工学

3239 マルチメディア通信工学 村上伸一. 東京電機大学出版局 2002 9784501535209 技術・工学 技術・工学

3240 e ビジネスの理論と応用

山口高平-北村泰
彦-山田誠二-菅坂
玉美.-横尾真-寺野
隆雄

東京電機大学出版局 2003 9784501535407 技術・工学 技術・工学

3241 C による PIC 活用ブック 高田直人. 東京電機大学出版局 2003 9784501535605 技術・工学 技術・工学
3242 たのしくできる C & PIC 制御実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2003 9784501535902 技術・工学 技術・工学
3243 H8 アセンブラ入門 浅川毅.-堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003 9784501536503 技術・工学 技術・工学

3244 e ラーニング導入ガイド
日本イーラーニング
コンソシアム.

東京電機大学出版局 2004 9784501537302 技術・工学 技術・工学

3245 たのしくできる C & PIC 実用回路 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2004 9784501537807 技術・工学 技術・工学
3246 Z 80 アセンブラ入門 堀桂太郎.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004 9784501538507 技術・工学 技術・工学
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3247 ディジタル情報流通システム : コンテンツ・著作権・ビジネスモデル 画像電子学会. 東京電機大学出版局 2005 9784501538705 技術・工学 技術・工学

3248 実践インストラクショナルデザイン : 事例で学ぶ教育設計. 内田実.-清水康敬. 東京電機大学出版局 2005 9784501538903 技術・工学 技術・工学

3249 C 言語による H8 マイコン制御 橫田一弘.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2005 9784501539108 技術・工学 技術・工学
3250 たのしくできる PIC メカキット工作 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2005 9784501540005 技術・工学 技術・工学

3251
チャンス発見のデータ分析 : モデル化 + 可視化 + コミュニケーションシナ
リオ創発.

大沢幸生. 東京電機大学出版局 2006 9784501542009 技術・工学 技術・工学

3252 消費者行動の科学 : サービス工学のための理論と実践 内藤耕.-北島宗雄. 東京電機大学出版局 2010 9784501548506 技術・工学 技術・工学

3253 化学工学の計算法 市原正夫. 東京電機大学出版局 1999 9784501616908 技術・工学 技術・工学

3254 低温工学概論 : 超伝導技術を支えるもの. 荻原宏康. 東京電機大学出版局 1999 9784501617301 技術・工学 技術・工学

3255 水理学演習 有田正光.-中井正 東京電機大学出版局 1999 9784501617400 技術・工学 技術・工学

3256 現代経営学の再構築 : 普遍経営学への小步. 岩森竜夫. 東京電機大学出版局 2002 9784501619305 技術・工学 技術・工学

3257 電気・電子の基礎数学
堀桂太郎.-佐村敏
治.-椿本博久.

東京電機大学出版局 2005 9784501621001 技術・工学 技術・工学

3258 水理学の基礎 有田正光 東京電機大学出版局 2006 9784501621605 技術・工学 技術・工学

3259 構造力学.
伊津野和行.-岡田
清.-福本[Yū]士

東京電機大学出版局 2008 9784501622909 技術・工学 技術・工学

3260 構造力学.
伊津野和行.-岡田
清.-福本[Yū]士

東京電機大学出版局 2008 9784501623005 技術・工学 技術・工学

3261 インクジェット
藤井雅彦.-日本画
像学会.

東京電機大学出版局 2008 9784501623401 技術・工学 技術・工学

3262 ベイズモデリングによるマーケティング分析 照井伸彦. 東京電機大学出版局 2008 9784501623500 技術・工学 技術・工学

3263 ケミカルトナー
竹内学.-多田達
也.-日本画像学会.

東京電機大学出版局 2008 9784501623906 技術・工学 技術・工学

3264 化学工学の基礎 鈴木善孝. 東京電機大学出版局 2010 9784501624903 技術・工学 技術・工学
3265 「工学」のおもしろさを学ぶ 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2011 9784501626105 技術・工学 技術・工学

3266 最新工業化学 : 革新技術の創出と製品化
深瀬康司.-阿部隆
夫

東京電機大学出版局 2012 9784501627300 技術・工学 技術・工学

3267 国際会計論 : 相違と調和 = International accounting 徳賀芳弘 中央経済社 2000 9784502174636 技術・工学 技術・工学

3268 企業不正支出とコーポレート・ガバナンス 宮本幸平 中央経済社 2002 9784502189005 技術・工学 技術・工学

3269 会計基準の国際的統一 : 国際会計基準への各国の対応
徳賀芳弘-平松一
夫

中央経済社 2005 9784502250507 技術・工学 技術・工学

3270 アメリカ会計理論発達史 : 資本主理論と近代会計学の成立 桑原正行 中央経済社 2008 9784502281600 技術・工学 技術・工学

3271
進化する環境会計 : The environmental accountancy of the evolving 
process

柴田英樹.-梨岡英
理子.

中央経済社 2009 9784502297809 技術・工学 技術・工学

3272 次世代流通企業 : リテール・マーケティング革命
吉田裕之-増田大
三-菅原正博

中央経済社 1998 9784502343155 技術・工学 技術・工学

3273 次世代広告コミュニケーション : アウトサイドイン革命
増田大三-市川貢-
菅原正博

中央経済社 1998 9784502347856 技術・工学 技術・工学
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3274 資本市場とコーポレート・ファイナンス
新井富雄-太田智
之.-渡辺茂

中央経済社 1999 9784502349027 技術・工学 技術・工学

3275 次世代ショッピング・センター : SCマーケティング革命
吉田裕之-田中道
雄-菅原正博

中央経済社 2000 9784502354052 技術・工学 技術・工学

3276 次世代マーケティング : エンジョイ型生活業態革命 市川貢-菅原正博 中央経済社 2000 9784502354656 技術・工学 技術・工学

3277 次世代流通サプライチェーン : ITマーチャンダイジング革命
弘津真澄-吉田裕
之-菅原正博

中央経済社 2001 9784502359804 技術・工学 技術・工学

3278 日本的流通の再生
木綿良行.-三村優
美子.

中央経済社 2003 9784502369506 技術・工学 技術・工学

3279
企業経営の社会性研究 : 社会貢献・地球環境・高齢化への対応 = A 
study on the social context of corporate management

丹下博文 中央経済社 2001 9784502377303 技術・工学 技術・工学

3280 経営学入門 : Fundamentals of management 十川広国 中央経済社 2006 9784502384103 技術・工学 技術・工学

3281 経営戦略論 : Corporate stragegy 十川広国 中央経済社 2006 9784502384202 技術・工学 技術・工学

3282 日米コーポレート・ガバナンスの歴史的展開 新保博彦 中央経済社 2006 9784502389108 技術・工学 技術・工学

3283 企業論の史的展開 高橋俊夫 中央経済社 2007 9784502394904 技術・工学 技術・工学

3284 大学は地域を活性化できるか : 社会に役立つ経営学敎育の実践

渡辺峻-藤永弘-斎
藤毅憲-全国四系
列(経営学商学会計
学経営情報科学)敎

中央経済社 2005 9784502592508 技術・工学 技術・工学

3285 テキスト流通の構図 増田大三-玉置了. 中央経済社 2005 9784502654602 技術・工学 技術・工学

3286 サービス産業の国際展開
藤沢武史-大東和
武司-江夏健一

中央経済社 2008 9784502664601 技術・工学 技術・工学

3287 グローバル企業の市場創造 江夏健一. 中央経済社 2008 9784502664700 技術・工学 技術・工学
3288 実践経営学 日本経営教育学会. 中央経済社 2009 9784502667800 技術・工学 技術・工学
3289 経営教育論 日本経営教育学会. 中央経済社 2009 9784502668005 技術・工学 技術・工学

3290 流通チャネルの再編
崔相鉄.-石井淳
蔵.-石原武政.

中央経済社 2009 9784502668906 技術・工学 技術・工学

3291 地域商業の競争構造
加藤司-石井淳蔵.-
石原武政.

中央経済社 2009 9784502669101 技術・工学 技術・工学

3292 日本の流通政策
加藤司-石井淳蔵.-
石原武政.

中央経済社 2009 9784502669200 技術・工学 技術・工学

3293 日米英企業の品質管理史 : 高品質企業経営の原点 由井浩 中央経済社 2011 9784502682407 技術・工学 技術・工学

3294 変革型ミドルの探求 : 戦略・革新指向の管理者行動 金井壽宏 白桃書房 1991 9784561221876 技術・工学 技術・工学

3295 事業創造のダイナミクス
榊原清則-沼上幹-
大滝精一

白桃書房 1989 9784561231691 技術・工学 技術・工学

3296
企業者ネットワーキングの世界 : MITとボストン近辺の企業者コミュニティ
の探求 = The world of entrepreneurial networking

金井壽宏 白桃書房 1994 9784561232315 技術・工学 技術・工学

3297
海外拠点の創発的事業展開 : トヨタのオーストラリア・タイ・トルコの事例
研究

折橋伸哉 白桃書房 2008 9784561254775 技術・工学 技術・工学
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3298 BSCによる戦略志向のITマネジメント : Balanced scorecard 小酒井正和. 白桃書房 2008 9784561254867 技術・工学 技術・工学

3299 経営組織の環境適応 加護野忠男 白桃書房 1986 9784561260455 技術・工学 技術・工学
3300 組織行動研究 坂下昭宣 白桃書房 1985 9784561261193 技術・工学 技術・工学
3301 企業社会責任の経営学的硏究 森本三男 白桃書房 1994 9784561262381 技術・工学 技術・工学

3302
液晶ディスプレイの技術革新史 : 行為連鎖システムとしての技術 = 
History of liquid crystal display technology

沼上幹 白桃書房 1999 9784561263159 技術・工学 技術・工学

3303
イタリアの起業家ネットワーク : 産業集積プロセスとしてのスピンオフの連
鎖

稲垣京輔. 白桃書房 2003 9784561263784 技術・工学 技術・工学

3304
企業の社会戦略と NPO : 社会的価値創造にむけての協働型パートナー
シップ

横山恵子. 白桃書房 2003 9784561263975 技術・工学 技術・工学

3305 情報システムと競争優位 : Information system and competitive advantage 平本健太 白桃書房 2007 9784561264705 技術・工学 技術・工学

3306
グローバル人的資源管理論 : 「規範的統合」と「制度的統合」による人材
マネジメント = Global human resource management

古沢昌之. 白桃書房 2008 9784561264873 技術・工学 技術・工学

3307
コーポレート・ブランド価値計測モデルの提唱 : Proposal of corporate 
brand value measurement model

有吉秀樹. 白桃書房 2008 9784561264880 技術・工学 技術・工学

3308
台湾のコーポレートガバナンスと企業価値 : Corporate governance firm 
value M & A

葉聡明 白桃書房 2008 9784561264903 技術・工学 技術・工学

3309 ゲストエンジニア : 企業間ネットワーク・人材形成・組織能力の連鎖 河野英子. 白桃書房 2009 9784561264965 技術・工学 技術・工学

3310
CSRとヒューマン・ライツ : ジェンダー, ワーク・ライフ・バランス, 障害者雇
用の企業文化的考察

斎藤悦子 白桃書房 2009 9784561265115 技術・工学 技術・工学

3311 全社レベル戦略のプロセス 芦沢成光. 白桃書房 2009 9784561265177 技術・工学 技術・工学

3312 CSRグランド戦略
Epstein, Edwin M.-
赤羽新太郎.-黒川

白桃書房 2009 9784561265207 技術・工学 技術・工学

3313 企業再生プロセスの研究 川村稲造. 白桃書房 2009 9784561265245 技術・工学 技術・工学

3314 非連続イノベーションの戦略的マネジメント 石井正道 白桃書房 2010 9784561265306 技術・工学 技術・工学

3315 異文化経営の世界 : その理論と実践
馬越恵美子-桑名
義晴-異文化経営

白桃書房 2010 9784561265320 技術・工学 技術・工学

3316 採用と定着 : 日本企業の選抜・採用の実態と新入社員の職場適応 武田圭太 白桃書房 2010 9784561265337 技術・工学 技術・工学

3317 人事評価の総合科学 : 努力と能力と行動の評価 高橋潔 白桃書房 2010 9784561265382 技術・工学 技術・工学

3318
人的資源マネジメント : 「意識化」による組織能力の向上 = MBO, 
Management by objectives : conscious and purposeful HRM

古川久敬-池田浩-
柳澤さおり

白桃書房 2010 9784561265399 技術・工学 技術・工学

3319
リーダーシップの意味構成 : 解釈主義的アプローチによる実践理論の探
求

片岡登 白桃書房 2010 9784561265405 技術・工学 技術・工学
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3320
デザイン重視の製品開発マネジメント : 製品開発とブランド構築のインタ
セクション

森永泰史 白桃書房 2010 9784561265436 技術・工学 技術・工学

3321 組織的管理から自律的管理へ : キャリア開発による新しい管理論の試み 岡本英嗣 白桃書房 2010 9784561265443 技術・工学 技術・工学

3322
三井家勘定管見 : 江戶時代の三井家における內部会計報告制度および
会計処理技法の硏究

西川登 白桃書房 1993 9784561360476 技術・工学 技術・工学

3323 英国株式会社会計制度論 山浦久司 白桃書房 1993 9784561360506 技術・工学 技術・工学

3324 財務会計の機能 : 理論と実証 = Positive theory of financial accounting 須田一幸 白桃書房 2000 9784561360926 技術・工学 技術・工学

3325 公会計改革論 : ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築 亀井孝文 白桃書房 2004 9784561361411 技術・工学 技術・工学

3326 国際会計の潮流 : 類型学說を中心とした各国会計関係論 松井泰則 白桃書房 2008 9784561361770 技術・工学 技術・工学

3327 アメリカ内部統制論 : Internal control 小森清久 白桃書房 2008 9784561461562 技術・工学 技術・工学
3328 中世イタリア複式簿記生成史 橋本寿哉. 白桃書房 2009 9784561461654 技術・工学 技術・工学

3329 カスタマー・リレーションの戦略論理 : 産業財マーケティング再考 余田拓郎 白桃書房 2000 9784561651093 技術・工学 技術・工学

3330 日本企業のグローバル・マーケティング
大石芳裕-グローバ
ル・マーケティング
研究会.

白桃書房 2009 9784561651772 技術・工学 技術・工学

3331
マス・カスタマイゼーション戦略のメカニズム : 個客対応マーケティングの
実践と成果 = Mass-customization strategy

片野浩一. 白桃書房 2007 9784561661658 技術・工学 技術・工学

3332 京都とブランド : 京ブランド解明・学生の視点 辻幸恵 白桃書房 2008 9784561661696 技術・工学 技術・工学

3333
グリーンサプライチェーンの設計と構築 : グリーン物流の推進 = Green 
supply chain

鈴木邦成 白桃書房 2010 9784561741848 技術・工学 技術・工学

3334
サプライチェーン・プロセスの運営と変革 : 部門間の調整とパフォーマンス
の関係

中野幹久 白桃書房 2010 9784561761877 技術・工学 技術・工学

3335 日本木工技術史の研究 成田寿一郎 法政大学出版局 1990 9784588321085 技術・工学 技術・工学

3336 技術システムの神話と現実：原子力から情報技術まで
吉岡斉, 名和小太
郎 [著]

みすず書房 2015 9784622079156 技術・工学 技術・工学

3337 子どもを見る目 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2003 9784623038466 技術・工学 技術・工学

3338 乳幼児は心の拠り所をどのように形成していくのか : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2003 9784623039180 技術・工学 技術・工学

3339 子どもと本の出会い : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2004 9784623041121 技術・工学 技術・工学
3340 乳児からのメッセージ : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623041688 技術・工学 技術・工学
3341 1歲半, ことばへの招待 : 特集

村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623041695 技術・工学 技術・工学
3342 3歲児--ちいさな意志のめばえ : 特集

村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623041701 技術・工学 技術・工学
3343 3歲児心の健診 : 特集

村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623041893 技術・工学 技術・工学

3344 今, 保育に求められるものは何か : 特集
村井潤一-岡本夏
木.

ミネルヴァ書房 2004 9784623042029 技術・工学 技術・工学

3345 「父親・母親・保育者三万人の声」から見えてきた子育てと保育 : 特集 寺内一郎 ミネルヴァ書房 2008 9784623051755 技術・工学 技術・工学
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3346 育児研究が子育て支援に貢献できる道を探る : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2009 9784623055890 技術・工学 技術・工学

3347 保育のなかの遊び : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2010 9784623057733 技術・工学 技術・工学
3348 現在の保育と遊び : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2012 9784623064779 技術・工学 技術・工学
3349 いま, 「保育」に求められること : 特集. ミネルヴァ書房 2014 9784623070718 技術・工学 技術・工学
3350 民具学の提唱 宮本常一 未來社 1999 9784624200244 技術・工学 技術・工学
3351 樹木風土記 : 木と日本人 姬田忠義. 未來社 1980 9784624220037 技術・工学 技術・工学
3352 上総掘りの民俗 : 民俗技術論の課題 大島暁雄. 未來社 2006 9784624220228 技術・工学 技術・工学
3353 開拓の歴史 宮本常一 未來社 1993 9784624221010 技術・工学 技術・工学
3354 甘藷の歴史 宮本常一 未來社 1993 9784624221065 技術・工学 技術・工学
3355 ドラッカー : 自由・社会・管理 三戶公 未來社 1971 9784624320478 技術・工学 技術・工学

3356 明日なき原発 : 原発のある風景
柴野徹夫-柴野徹
夫, 1937--安斎育

未來社 2011 9784624410926 技術・工学 技術・工学

3357 わかりやすい熱力学　第3版 一色尚次, 北山直 森北出版 2012 9784627600133 技術・工学 技術・工学
3358 材料力学 新装版 村上敬宜 森北出版 2014 9784627605121 技術・工学 技術・工学
3359 工業力学 第3版・新装版 青木弘, 木谷晋 森北出版 2010 9784627610248 技術・工学 技術・工学
3360 材料力学 (第3版)新装版 黒木剛司郎, 友田 森北出版 2014 9784627620148 技術・工学 技術・工学
3361 ビジュアルアプローチ　材料力学 石田良平, 秋田剛 森北出版 2011 9784627640115 技術・工学 技術・工学
3362 やさしく学べる材料力学(第3版) 伊藤勝悦 森北出版 2014 9784627661936 技術・工学 技術・工学
3363 工業力学入門(第3版) 伊藤勝悦 森北出版 2014 9784627662537 技術・工学 技術・工学

3364 計測工学入門(第3版)
中村邦雄
石垣武夫, 冨井薫

森北出版 2015 9784627662933 技術・工学 技術・工学

3365 はじめての材料力学(第2版)新装版 小山信次, 鈴木幸 森北出版 2014 9784627663534 技術・工学 技術・工学

3366 計測システム工学の基礎（第3版）
西原主計, 山藤和
男, 松田康広

森北出版 2012 9784627664432 技術・工学 技術・工学

3367 基礎から学ぶ材料力学(第2版)
臺丸谷政志, 小林
秀敏

森北出版 2015 9784627665125 技術・工学 技術・工学

3368 図解　エネルギー工学
平田哲夫, 田中誠, 
熊野寛之, 羽田喜

森北出版 2011 9784627670617 技術・工学 技術・工学

3369 例題でわかる伝熱工学 第2版 ― 熱の移動が図でみえる
平田哲夫, 田中誠, 
羽田喜昭

森北出版 2014 9784627672727 技術・工学 技術・工学

3370 例題でわかる工業熱力学
平田哲夫, 田中誠, 
熊野寛之

森北出版 2008 9784627673410 技術・工学 技術・工学

3371 技術者倫理の世界 第3版
藤本温
川下智幸, 下野次
男, 南部幸久, 福田

森北出版 2013 9784627973039 技術・工学 技術・工学

3372 火砲の起原とその傳流 有馬成甫 吉川弘文館 1962 9784642042482 技術・工学 技術・工学
3373 日本の企業統治 : 神話と実態 吉村典久 NTT出版 2007 9784757140974 技術・工学 技術・工学

3374 人間中心設計の基礎 (ＨＣＤライブラリ－)
黒須正明
黒須正明, 松原幸
行, 八木大彦, 山崎

近代科学社 2013 9784764904439 技術・工学 技術・工学

3375 人間中心設計の国内事例(ＨＣＤライブラリ－)

HCDライブラリー委
員会
黒須正明, 松原幸
行, 八木大彦, 山崎

近代科学社 2014 9784764904620 技術・工学 技術・工学
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3376 人間中心設計入門(ＨＣＤライブラリ－)

山崎和彦, 松原幸
行, 竹内公啓
黒須正明, 山崎和
彦, 松原幸行, 八木
大彦, 竹内公啓

近代科学社 2016 9784764905061 技術・工学 技術・工学

3377 ナノカーボン （シリ－ズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジ－）

尾上順
大澤映二, 松尾豊, 
高井和之, 榎敏明, 
石橋幸治, 本間芳

近代科学社 2012 9784764950252 技術・工学 技術・工学

3378 改善活動のマネジメント：問題発見・解決能力を組織に蓄積する 坂爪裕 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422467 技術・工学 技術・工学

3379 新食品分析ハンドブック 前川昭男.-菅原竜 建帛社 2000 9784767960814 技術・工学 技術・工学
3380 大阪砲兵工厰衛生調查報告書 : 他 久保在久 日本経済評論社 1987 9784818801776 技術・工学 技術・工学
3381 中島飛行機の研究 高橋泰隆 日本経済評論社 1988 9784818802339 技術・工学 技術・工学

3382 クライド造船業と英国海軍 : 軍艦建造の企業分析1889--1939年
Peebles, Hugh B.-
横井勝彥

日本経済評論社 1992 9784818806375 技術・工学 技術・工学

3383 関東中世水田の研究 : 絵図と地図にみる村落の歴史と景観 高島緑雄 日本経済評論社 1997 9784818809000 技術・工学 技術・工学

3384
近代日本製紙業の競争と協調 : 王子製紙、富士製紙、樺太工業の成長と
カルテル活動の変遷

四宮俊之 日本経済評論社 1997 9784818809130 技術・工学 技術・工学

3385 中国農村合作社の改革 : 供銷社の展開過程 青柳斉 日本経済評論社 2002 9784818814318 技術・工学 技術・工学

3386 「身分の取引」と日本の雇用慣行 : 国鉄の事例分析 禹宗〓 日本経済評論社 2003 9784818814943 技術・工学 技術・工学

3387 中島知久平 : 軍人, 飛行機王, 大臣の三つの人生を生きた男 高橋泰隆 日本経済評論社 2003 9784818814998 技術・工学 技術・工学

3388 商品流通の近代史 中村尚史-中西聡 日本経済評論社 2003 9784818815322 技術・工学 技術・工学
3389 八幡製鐵所史の硏究 長野暹. 日本経済評論社 2003 9784818815551 技術・工学 技術・工学

3390 社会的経済 : 近未来の社会経済システム = Économie sociale
Monzón Campos, 
José Luis.-富沢賢
治-Defourny, 

日本経済評論社 1995 9784818816619 技術・工学 技術・工学

3391 イタリア社会的経済の地域展開 田中夏子. 日本経済評論社 2004 9784818817098 技術・工学 技術・工学

3392 ある技術家の回想 : 明治草創期の日本機械工業界と小野正作 小野正作-鈴木淳 日本経済評論社 2005 9784818817388 技術・工学 技術・工学

3393 バーナードの組織理論と方法 丸山祐一 日本経済評論社 2006 9784818818996 技術・工学 技術・工学

3394
渋沢栄一の企業者活動の研究 : 戦前期企業システムの創出と出資者経
営者の役割

島田昌和 日本経済評論社 2007 9784818819016 技術・工学 技術・工学

3395 アジアにおける工場労働力の形成 : 労務管理と職務意識の変容 大野昭彦 日本経済評論社 2007 9784818819283 技術・工学 技術・工学

3396 グローバル資本主義と巨大企業合併 奥村晧一 日本経済評論社 2007 9784818819320 技術・工学 技術・工学

3397 中国経済の構造転換と農業 : 食料と環境の将来 高橋五郎 日本経済評論社 2008 9784818819900 技術・工学 技術・工学

3398 非営利・協同システムの展開
内山哲朗.-柳沢敏
勝-中川雄一郎

日本経済評論社 2008 9784818820074 技術・工学 技術・工学

3399 関東大震災・国有鉄道震災日誌 老川慶喜-Japan. 日本経済評論社 2011 9784818821859 技術・工学 技術・工学

3400 ニセアカシアの生態学 : 外来樹の歴史・利用・生態とその管理 崎尾均. 文一総合出版 2009 9784829910733 技術・工学 技術・工学
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3401 基礎と応用で学ぶ経営学 : ひとつの国際比較 高橋由明 文眞堂 2006 9784830945588 技術・工学 技術・工学

3402 経営哲学を展開する : 株主市場主義を超えて 京都大学. 文眞堂 2009 9784830946486 技術・工学 技術・工学

3403 新現場楽ノート 那須武秀. 理工図書 2006 9784844607113 技術・工学 技術・工学
3404 技術予測：未来を展望する方法論 金間大介 大学教育出版 2011 9784864290425 技術・工学 技術・工学

3405 作業姿勢と自覚疲労：トヨタ生産方式は自覚疲労を高めるか 熊澤光正 大学教育出版 2012 9784864291293 技術・工学 技術・工学

3406 トヨタ生産方式大全　第2版―大野耐一の思想・理論・写真で見る実践― 熊澤光正 大学教育出版 2015 9784864293181 技術・工学 技術・工学

3407 ジャスト・イン・タイム実現のための段取り替え短縮法 熊澤光正 大学教育出版 2015 9784864293280 技術・工学 技術・工学

3408 トヨタ生産方式の異業種展開の実践 ―挑戦・理念・手法・実際― 熊澤光正 大学教育出版 2015 9784864293297 技術・工学 技術・工学

3409 化粧にみる日本文化 : だれのためによそおうのか? 平松隆円 水曜社 2009 9784880652177 技術・工学 技術・工学

3410 大阪工厰ニ於ケル製鉄技術変遷史 : 他 久保在久 日本経済評論社 1987 技術・工学 技術・工学

3411 環境政策の新展開
高崎経済大学地域
政策研究センター

勁草書房 2015 9784326302413 技術・工学 技術・工学

3412 沿岸域管理法制度論：森・川・海をつなぐ環境保護のネットワ－ク 三浦大介 勁草書房 2015 9784326403035 技術・工学 技術・工学

3413 環境政策史論：ドイツ容器包装廃棄物政策の展開 喜多川進 勁草書房 2015 9784326504046 技術・工学 技術・工学

3414 フュ－チャ－・デザイン：七世代先を見据えた社会 西條辰義 勁草書房 2015 9784326550739 技術・工学 技術・工学

3415 環境・都市システム系教科書シリ－ズ　防災工学 渕田邦彦　ほか コロナ社 2014 9784339055207 技術・工学 技術・工学

3416 土木・環境系コアテキストシリ－ズ　河川工学 竹林洋史 コロナ社 2014 9784339056297 技術・工学 技術・工学

3417 土木・環境系コアテキストシリ－ズ　都市・地域計画学 谷下雅義 コロナ社 2014 9784339056372 技術・工学 技術・工学

3418 入門テキスト安全学 向殿政男 東洋経済新報社 2016 9784492223703 技術・工学 技術・工学

3419
「設計施工」の効率性研究：建設産業は設計施工によって効率化されたの
か

登坂敏晴 白桃書房 2012 9784561761976 技術・工学 技術・工学

3420
緊急事態のための情報システム：多様な危機発生事例から探る課題と展
望

バーテル・バンド
ワール 他編
村山優子 監訳

近代科学社 2014 9784764904453 技術・工学 技術・工学

3421 システムのレジリエンス：さまざまな擾乱からの回復力

情報・システム研究
機構新領域融合研
究センターシステム
ズ・レジリエンスプ
ロジェクト

近代科学社 2016 9784764905085 技術・工学 技術・工学

3422 総合研究現代日本経済分析．第２期　〔１〕 水資源の国際経済学 佐藤正弘 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422146 技術・工学 技術・工学

3423
格差・環境問題はなぜ ―過剰化時代の格差・環境問題と地域・環境づく
り―

北村修二 大学教育出版 2015 9784864293457 技術・工学 技術・工学

3424 環境と政策 ―倉敷市からの証言― 井上堅太郎 大学教育出版 2015 9784864293518 技術・工学 技術・工学
3425 イラスト図解　建築法規 井上国博, 三村大 オーム社 2016 9784274218651 技術・工学 技術・工学
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3426
軍艦島実測調査資料集【追補版】-大正・昭和初期の近代建築群の実証
的研究-

阿久井喜孝, 滋賀
秀實

東京電機大学出版局 2005 9784501620707 技術・工学 技術・工学

3427 住まいの化学物質　-リスクとベネフィット -
室内環境学会
関根嘉香

東京電機大学出版局 2015 9784501629403 技術・工学 技術・工学

3428 にもかかわらず：１９００－１９３０
アドルフ・ロース 
[著]
鈴木了二, 中谷礼

みすず書房 2015 9784622078876 技術・工学 技術・工学

3429 建築構造力学 I (第3版)
山田孝一郎, 松本
芳紀, 持田泰秀, 船
戸慶輔

森北出版 2015 9784627500433 技術・工学 技術・工学

3430 建築構造力学 II (第3版)
山田孝一郎, 松本
芳紀, 持田泰秀, 船
戸慶輔

森北出版 2016 9784627500532 技術・工学 技術・工学

3431 奈良時代建築の造営体制と維持管理 海野聡 吉川弘文館 2015 9784642046268 技術・工学 技術・工学

3432 都市・建築安全性の社会工学 ―安全評価と安全水準設定の理論― 青木義次 大学教育出版 2014 9784864293136 技術・工学 技術・工学

3433 近代国家と能楽堂 奥冨利幸 大学教育出版 2009 9784887308916 技術・工学 技術・工学

3434 JIS対応機械設計ハンドブック
武田信之
鎌田実

共立出版 2014 9784320081949 技術・工学 技術・工学

3435 生産加工学：ものづくりの技術から経済性の検討まで
井上孝司, ペトロス 
アブラハ, 酒井克彦

コロナ社 2014 9784339046281 技術・工学 技術・工学

3436 実例で学ぶ機械力学・振動学：ロボットから身近な乗り物まで
山本郁夫, 伊藤高
廣

コロナ社 2014 9784339046380 技術・工学 技術・工学

3437 Professional Engineer Library　機械・金属材料学 黒田大介 実教出版 2015 9784407337259 技術・工学 技術・工学

3438 自動車の限界コーナリングと制御 野崎博路 東京電機大学出版局 2015 9784501419707 技術・工学 技術・工学
3439 先端自動車工学 清水康夫 東京電機大学出版局 2016 9784501419806 技術・工学 技術・工学
3440 営業トヨタウェイのグローバル戦略 塚田修 白桃書房 2012 9784561225928 技術・工学 技術・工学
3441 内燃機関（第3版） 田坂英紀 森北出版 2015 9784627605336 技術・工学 技術・工学

3442 機械設計法(第3版)
塚田忠夫, 吉村靖
夫, 黒崎茂, 柳下福

森北出版 2015 9784627605732 技術・工学 技術・工学

3443 基礎から学べる機械力学 伊藤勝悦 森北出版 2015 9784627650411 技術・工学 技術・工学
3444 演習で学ぶ機械力学(第3版) 小寺忠, 矢野澄雄 森北出版 2014 9784627663039 技術・工学 技術・工学
3445 機構学 岩本太郎 森北出版 2012 9784627668911 技術・工学 技術・工学

3446 流れ学 ― 流体力学と流体機械の基礎
山田英巳, 濱川洋
充, 田坂裕司

森北出版 2016 9784627675315 技術・工学 技術・工学

3447 海をわたる機関車：近代日本の鉄道発展とグロ－バル化 中村尚史 吉川弘文館 2016 9784642038515 技術・工学 技術・工学

3448 DOJIN選書 落ちない飛行機への挑戦 鈴木真二 化学同人 2014 9784759813579 技術・工学 技術・工学

3449 戦後史のなかの福島原発：開発政策と地域社会 中嶋久人 大月書店 2014 9784272521029 技術・工学 技術・工学

3450 基本からわかる 電気電子材料講義ノート

湯本雅恵
青柳稔, 鈴木薫, 田
中康寛, 松本聡, 湯
本雅恵

オーム社 2015 9784274217425 技術・工学 技術・工学

3451 基本からわかる 電気電子計測講義ノート
湯本雅恵
桐生昭吾, 宮下收, 
元木誠, 山﨑貞郎

オーム社 2015 9784274218057 技術・工学 技術・工学
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3452
基本法則から読み解く物理学最前線1巻　スピン流とトポロジカル絶縁体
―量子物性とスピントロニクスの発展―

齊藤英治, 村上修
一

共立出版 2014 9784320035218 技術・工学 技術・工学

3453
Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｗｉｒｅｄ　ａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ―Ｆｏｃｕｓｉｎｇ　ｏｎ　Ｐｒｏｍｏｔｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｓ

Sobee Shinohara Keiso Shobo 2014 9784326503902 技術・工学 技術・工学

3454 Ｃ言語によるはじめて学ぶ信号処理 大石邦夫 コロナ社 2013 9784339008470 技術・工学 技術・工学
3455 回路解析力が身につく電子回路入門 陶良　ほか コロナ社 2014 9784339008593 技術・工学 技術・工学
3456 メカトロニクス電子回路 別府俊幸　ほか コロナ社 2014 9784339008623 技術・工学 技術・工学

3457 熱刺激電流による電気電子材料評価：基礎と応用 岩本光正, 田口大 コロナ社 2014 9784339008692 技術・工学 技術・工学

3458 通信理論入門 坂庭好一, 笠井健 コロナ社 2014 9784339024647 技術・工学 技術・工学

3459 フィ－ドバック制御理論：安定化と最適化 志水清孝 コロナ社 2013 9784339032086 技術・工学 技術・工学

3460 システム制御基礎理論 加藤誠 コロナ社 2014 9784339032093 技術・工学 技術・工学

3461
信号・システム理論の基礎：フ－リエ解析，ラプラス変換，ｚ変換を系統的
に学ぶ

足立修一 コロナ社 2014 9784339032147 技術・工学 技術・工学

3462 ロボティクスシリ－ズ　電気電子回路：アナログ・ディジタル回路
杉山進, 田中克彦, 
小西聡

コロナ社 2014 9784339045130 技術・工学 技術・工学

3463 First Stageシリーズ　電気機器概論

深尾正
熊谷文宏, 粉川昌
巳, 昆秀行, 菅谷光
雄, 並木正則, 山口

実教出版 2015 9784407337396 技術・工学 技術・工学

3464 First Stageシリーズ　電子回路概論

髙木茂孝, 鈴木憲
次
今井稔, 都築正孝, 
田中伸幸, 永坂勝

実教出版 2015 9784407337402 技術・工学 技術・工学

3465 電気理論の計算法 粉川昌巳.-浅川毅 東京電機大学出版局 2003 9784501110505 技術・工学 技術・工学

3466
はじめてのメカトロニクス　新装版 ― 電子回路・センサ・アクチュエータの
きほん

塩田泰仁 森北出版 2011 9784627669017 技術・工学 技術・工学

3467 ディジタル信号処理(第2版) 萩原将文 森北出版 2014 9784627701328 技術・工学 技術・工学

3468 電子デバイス工学　[第2版]
古川静二郎, 荻田
陽一郎, 浅野種正

森北出版 2014 9784627705623 技術・工学 技術・工学

3469 通信工学概論［第3版］
山下不二雄, 中神
隆清, 中津原克己

森北出版 2012 9784627705937 技術・工学 技術・工学

3470 制御工学(第2版) ― フィードバック制御の考え方 斉藤制海, 徐粒 森北出版 2015 9784627728226 技術・工学 技術・工学

3471 基礎 光エレクトロニクス 藤本晶 森北出版 2013 9784627743618 技術・工学 技術・工学

3472 電子・光材料(第2版) ― 基礎から応用まで 澤岡昭 森北出版 2015 9784627773721 技術・工学 技術・工学

3473 基礎電子工学 藤本晶 森北出版 2012 9784627774315 技術・工学 技術・工学
3474 基礎通信工学　（第2版） 福田明 森北出版 2007 9784627782822 技術・工学 技術・工学

3475 よくわかる信号処理 ― フーリエ解析からウェーブレット変換まで 和田成夫 森北出版 2009 9784627785816 技術・工学 技術・工学

3476 ディジタル回路の基礎 角山正博, 中島繁 森北出版 2009 9784627792012 技術・工学 技術・工学
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3477 ネットワーク技術の基礎(第2版)（情報工学レクチャーシリーズ）
宮保憲治, 田窪昭
夫, 武川直樹, 八槇

森北出版 2015 9784627810327 技術・工学 技術・工学

3478 信号処理の基礎（情報工学レクチャーシリーズ） 横田康成 森北出版 2013 9784627810518 技術・工学 技術・工学

3479 はじめての論理回路 河辺義信 森北出版 2016 9784627817814 技術・工学 技術・工学
3480 論理回路入門(第3版) 浜辺隆二 森北出版 2015 9784627823631 技術・工学 技術・工学
3481 基礎から学べる論理回路(第2版) 速水治夫 森北出版 2014 9784627827622 技術・工学 技術・工学
3482 ネットワーク工学(第2版) 村上泰司 森北出版 2014 9784627828926 技術・工学 技術・工学

3483 ネットワーク ― 目には見えないしくみを構成する技術 井口信和 森北出版 2015 9784627852310 技術・工学 技術・工学

3484 図解　論理回路入門 堀桂太郎 森北出版 2015 9784627853010 技術・工学 技術・工学
3485 ロボット工学の基礎（第2版） 川﨑晴久 森北出版 2012 9784627913820 技術・工学 技術・工学

3486 新版 やさしく学べる制御工学
今井弘之, 竹口知
男, 能勢和夫

森北出版 2014 9784627916821 技術・工学 技術・工学

3487 演習で学ぶ基礎制御工学 新装版 森泰親 森北出版 2014 9784627918429 技術・工学 技術・工学

3488 光計算　（ナチュラルコンピュ－ティング・シリ－ズ） 谷田純 近代科学社 2011 9784764904019 技術・工学 技術・工学

3489 ウェブユニバーサルデザイン

篠原弘道
NTTサービスエボ
リューション研究所
渡辺昌洋, 齋藤晴
美, 林阿希子, 浅野

近代科学社 2014 9784764904569 技術・工学 技術・工学

3490 応用経営史：福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用 橘川武郎 文眞堂 2016 9784830948916 技術・工学 技術・工学

3491 近世海難史の研究 段木一行 吉川弘文館 2015 9784642034715 技術・工学 技術・工学

3492 基礎塑性加工学(第3版)

川並高雄, 関口秀
夫, 齊藤正美, 廣井
徹麿
大賀喬一, 小林政
教, 仲町英治, 片岡

森北出版 2015 9784627663138 技術・工学 技術・工学

3493 うるしの科学 小川俊夫 共立出版 2014 9784320005921 技術・工学 技術・工学

3494 ソフトセンサ－入門：基礎から実用的研究例まで
船津公人, 金子弘
昌

コロナ社 2014 9784339066333 技術・工学 技術・工学

3495 プロセスバイオテクノロジ－入門 太田口和久 コロナ社 2014 9784339067453 技術・工学 技術・工学
3496 First Stageシリーズ　化学工学概論 小菅人慈 実教出版 2015 9784407337419 技術・工学 技術・工学

3497 基礎からわかる高分子材料（物質工学入門シリーズ）
井上和人, 清水秀
信, 岡部勝

森北出版 2015 9784627245815 技術・工学 技術・工学

3498 ナノ粒子（シリ－ズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジ－）
林真至
隅山兼治, 保田英

近代科学社 2013 9784764950269 技術・工学 技術・工学

3499 近代製糖業の経営史的研究 久保文克 文眞堂 2016 9784830948985 技術・工学 技術・工学

3500 DOJIN選書 料理と科学のおいしい出会い 石川伸一 化学同人 2014 9784759813593 技術・工学 技術・工学

3501 いま、子どもの心とからだが危ない．２ 子どもの未来づくり作戦 前橋明 大学教育出版 2006 9784887306660 技術・工学 技術・工学

3502 第三の開国 : インターネットの衝撃 神沼二真 紀伊國屋書店 1994 9784314006927 社会科学 産業･商業

3503
東アジア液晶パネル産業の発展 : 韓国・台湾企業の急速キャッチアップと
日本企業の対応

赤羽淳 勁草書房 2014 9784326503964 社会科学 産業･商業

3504 現代交通論の系譜と構造 藤井秀登 税務経理協会 2012 9784419056711 社会科学 産業･商業
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3505 鉄道と電力 南亮進 東洋経済新報社 1965 9784492810927 社会科学 産業･商業
3506 貿易と国際收支 山澤逸平-山本有 東洋経済新報社 1979 9784492810941 社会科学 産業･商業

3507 オークション理論の基礎 : ゲーム理論と情報科学の先端領域. 橫尾真. 東京電機大学出版局 2006 9784501541408 社会科学 産業･商業

3508
世界市場を制覇する国際標準化戦略 : 二十一世紀のビジネススタンダー
ド

原田節雄. 東京電機大学出版局 2008 9784501623708 社会科学 産業･商業

3509 日本の小売業と流通政策 南方建明 中央経済社 2005 9784502653407 社会科学 産業･商業

3510 小売業の業態革新
向山雅夫.-石井淳
蔵.-石原武政.

中央経済社 2009 9784502668807 社会科学 産業･商業

3511 小売企業の国際展開
向山雅夫.-崔相
鉄.-石原武政.-石

中央経済社 2009 9784502669002 社会科学 産業･商業

3512 立地創造 : イノベータ行動と商業中心地の興亡 田村正紀 白桃書房 2008 9784561631682 社会科学 産業･商業

3513
小売業態の誕生と革新 : その進化を考える = Retail trade, evolution, 
innovation

中田信哉 白桃書房 2008 9784561651734 社会科学 産業･商業

3514
オープン・インテグラルアーキテクチャ : 百貨店・ショッピングセンターの企
業戦略

北島啓嗣. 白桃書房 2009 9784561661788 社会科学 産業･商業

3515 運輸業の市場開拓と競争 : トラック業のサービス・マーケティング 中田信哉 白桃書房 2009 9784561761808 社会科学 産業･商業

3516 中世量制史の研究 宝月圭吾 吉川弘文館 1961 9784642042369 社会科学 産業･商業
3517 朱印船貿易史の研究 岩生成一 吉川弘文館 1985 9784642042475 社会科学 産業･商業

3518 近世宿駅制度の硏究 : 中山道追分宿を中心として 児玉幸多 吉川弘文館 1965 9784642042499 社会科学 産業･商業

3519 新流通産業 : New vision on distribution industry 植草益.-伊藤元重 NTT出版 2005 9784757121058 社会科学 産業･商業

3520 明治期地方鈇道史研究 : 地方鈇道の展開と市場形成 老川慶喜 日本経済評論社 1983 9784818800052 社会科学 産業･商業

3521 日本の鉄道 : 成立と展開 野田正穂 日本経済評論社 1986 9784818800984 社会科学 産業･商業
3522 都市近郊鉄道の史的展開 武知京三 日本経済評論社 1986 9784818801066 社会科学 産業･商業
3523 イギリス鉄道経営史 湯沢威 日本経済評論社 1988 9784818802490 社会科学 産業･商業
3524 占領期の日本海運 : 再建への道 三和良一 日本経済評論社 1992 9784818806221 社会科学 産業･商業

3525 海運復興期の資金問題 : 助成と市中資金 杉山和雄 日本経済評論社 1992 9784818806238 社会科学 産業･商業

3526 日本海運の高度成長 : 昭和三九年から四八年まで 地田知平 日本経済評論社 1993 9784818806252 社会科学 産業･商業

3527 戦後海運業の労働問題 : 予備員制と日本的雇用 小林正彬 日本経済評論社 1992 9784818806276 社会科学 産業･商業

3528 海運・造船業の技術と経営 : 技術革新の軌跡 高柳暁 日本経済評論社 1993 9784818806283 社会科学 産業･商業

3529 海運・造船業と国際市場 : 世界市場への対応 山下幸夫 日本経済評論社 1993 9784818806290 社会科学 産業･商業

3530 産業革命期の地域交通と輸送 老川慶喜 日本経済評論社 1992 9784818806474 社会科学 産業･商業

3531 近代日本交通労働史研究 : 都市交通と国鉄労働問題 武知京三 日本経済評論社 1992 9784818806498 社会科学 産業･商業

3532
日本植民地鈇道史論 : 台湾、朝鮮、満洲、華北、華中鈇道の経営史的研
究

高橋泰隆 日本経済評論社 1995 9784818807730 社会科学 産業･商業

3533 近代日本と鉄道史の展開 宇田正 日本経済評論社 1995 9784818807808 社会科学 産業･商業
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3534 鉄路17万マイルの興亡 : 鉄道からみた帝国主義
原田勝正-多田博
一-Davis, Clarence 
B.-Wilburn, 

日本経済評論社 1996 9784818808928 社会科学 産業･商業

3535 日本鉄道車輌工業史 沢井実 日本経済評論社 1998 9784818809970 社会科学 産業･商業
3536 日本鉄道業の形成 : 1869-1894年 中村尚史 日本経済評論社 1998 9784818810273 社会科学 産業･商業
3537 鉄道改革の国際比較 今城光英 日本経済評論社 1999 9784818810716 社会科学 産業･商業
3538 南ウェールズ交通史研究 梶本元信. 日本経済評論社 2000 9784818810983 社会科学 産業･商業

3539 地域交通体系と局地鉄道 : その史的展開 三木理史 日本経済評論社 2000 9784818811867 社会科学 産業･商業

3540 タイ経済と鉄道 : 1885--1935年 柿崎一郎 日本経済評論社 2000 9784818811874 社会科学 産業･商業

3541 商品流通と東京市場 : 幕末--戦間期
老川慶喜-大豆生
田稔

日本経済評論社 2000 9784818812765 社会科学 産業･商業

3542 鉄道会計発達史論 村田直樹 日本経済評論社 2001 9784818813656 社会科学 産業･商業
3543 ドイツ資本主義と鉄道 山田徹雄 日本経済評論社 2001 9784818813755 社会科学 産業･商業

3544 近世日本の川船研究, 上 : 近世河川水運史 川名登 日本経済評論社 2003 9784818815452 社会科学 産業･商業

3545 通信技手の步いた近代 松田裕之 日本経済評論社 2004 9784818815612 社会科学 産業･商業

3546 鈇道史研究試論 : 近代化における技術と社会 原田勝正 日本経済評論社 1989 9784818816077 社会科学 産業･商業

3547 港湾と鉄道との関係調書 : 第一輯 老川慶喜-Japan. 日本経済評論社 2003 9784818816183 社会科学 産業･商業
3548 港湾と鉄道との関係調書 : 第ニ輯 老川慶喜-Japan. 日本経済評論社 2003 9784818816190 社会科学 産業･商業
3549 港湾と鉄道との関係調書 : 第三輯 老川慶喜-Japan. 日本経済評論社 2003 9784818816206 社会科学 産業･商業
3550 欧州石炭鉄鋼共同体 : EU 統合の原点 島田悦子 日本経済評論社 2004 9784818817005 社会科学 産業･商業

3551 近世日本の川船研究, 下 : 近世河川水運史 川名登 日本経済評論社 2005 9784818817067 社会科学 産業･商業

3552 近代日本公営交通成立史 高寄昇三 日本経済評論社 2005 9784818817210 社会科学 産業･商業

3553 農協と加工資本 : ジャガイモをめぐる攻防 小林国之. 日本経済評論社 2005 9784818817746 社会科学 産業･商業

3554 地方鉄道の再生 : 英国における地域社会と鉄道
Docherty, Iain.-今
城光英

日本経済評論社 2006 9784818818231 社会科学 産業･商業

3555
近代交通体系と清帝国の変貌 : 電信・鉄道ネットワークの形成と中国国
家統合の変容

千葉正史 日本経済評論社 2006 9784818819023 社会科学 産業･商業

3556 近代日本の鉄道構想 老川慶喜 日本経済評論社 2008 9784818819955 社会科学 産業･商業
3557 ドイツ資本主義と空港 山田徹雄. 日本経済評論社 2009 9784818820647 社会科学 産業･商業
3558 都市交通の成立 三木理史 日本経済評論社 2010 9784818820821 社会科学 産業･商業
3559 北ウェールズ交通史論 梶本元信. 日本経済評論社 2010 9784818820852 社会科学 産業･商業
3560 明日の地方創生を考える 土地総合研究所 東洋経済新報社 2015 9784492212226 社会科学 産業･商業

3561 産業政策のつくり方：アジアのベストプラクティスに学ぶ 大野健一 有斐閣 2013 9784641164185 社会科学 産業･商業

3562 商業まちづくり政策：日本における展開と政策評価 渡辺達朗 有斐閣 2014 9784641164352 社会科学 産業･商業

3563 地域産業創生と創造的中小企業 中村良平, 江島由 大学教育出版 2004 9784887305571 社会科学 産業･商業

3564 農協の未来：新しい時代の役割と可能性 大泉一貫 勁草書房 2014 9784326503926 社会科学 産業･商業

3565 棚田学入門 棚田学会 勁草書房 2014 9784326602742 社会科学 産業･商業

3566 福島に農林漁業をとり戻す
濱田武士, 小山良
太, 早尻正宏 [著]

みすず書房 2015 9784622078883 社会科学 産業･商業
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3567 総合研究現代日本経済分析．第２期　〔２〕　米作農業の政策効果分析 黒田誼 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422412 社会科学 産業･商業

3568 迫り来る食糧危機：食の「安全」保障を考える 田中豊裕 大学教育出版 2015 9784864293150 社会科学 産業･商業

3569 生涯学習社会と農業教育 佐々木正剛 大学教育出版 2008 9784887308435 社会科学 産業･商業

3570 フードシステムの革新と業務・加工用野菜 坂知樹 大学教育出版 2014 9784864293044 社会科学 産業･商業

3571 里山の成立：中世の環境と資源 水野章二 吉川弘文館 2015 9784642082846 社会科学 産業･商業

3572 森林資源の環境経済史：近代日本の産業化と木材 山口明日香 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422429 社会科学 産業･商業

3573 英語で学ぶ現代アメリカ水産業 山元里美 大学教育出版 2011 9784864290920 社会科学 産業･商業
3574 商品開発のための心理学 熊田孝恒 勁草書房 2015 9784326299065 社会科学 産業･商業

3575 アジア太平洋の新通商秩序：ＴＰＰと東アジアの経済連携
山澤逸平, 馬田啓
一, 国際貿易投資

勁草書房 2013 9784326503889 社会科学 産業･商業

3576 消費の美学：消費者の感性とは何か 牧野圭子 勁草書房 2015 9784326550722 社会科学 産業･商業

3577 競争優位の戦略サプライネットワーク・マネジメント 水嶋康雅 白桃書房 2012 9784561245957 社会科学 産業･商業

3578 ホスピタリティ・ビジネスの人材育成 山上徹 白桃書房 2012 9784561255987 社会科学 産業･商業

3579 小売商業の事業継承:日韓比較でみる商人家族 柳到亨 白桃書房 2013 9784561266037 社会科学 産業･商業

3580
イノベーションの普及における正当化とフレーミングの役割:「自分へのご
褒美」消費の事例から

鈴木智子 白桃書房 2013 9784561266129 社会科学 産業･商業

3581 こだわりと日本人：若者の新生活感：選択基準と購買行動 辻幸恵 白桃書房 2013 9784561652021 社会科学 産業･商業

3582 わかりやすい消費者行動論 黒田重雄, 金成洙 白桃書房 2013 9784561652038 社会科学 産業･商業
3583 商品・ビジネス開発のケースブック 見目洋子 白桃書房 2013 9784561652076 社会科学 産業･商業

3584 地域の再生と流通・まちづくり
佐々木保幸, 番場
博之

白桃書房 2013 9784561661962 社会科学 産業･商業

3585
中国流通のダイナミズム：内需拡大期における内資系企業と外資系企業
の競争

渡辺達朗, 流通経
済研究所

白桃書房 2013 9784561662013 社会科学 産業･商業

3586 食品スーパーの店舗オペレーション・システム：競争力構築のメカニズム 岸本徹也 白桃書房 2013 9784561662068 社会科学 産業･商業

3587 海外市場開拓のビジネス：中国市場とアメリカ市場
中野宏一, 寺嶋正
尚, 春山貴広

白桃書房 2012 9784561741985 社会科学 産業･商業

3588 はじめてのマーケティング (有斐閣ストゥディア)
久保田進彦, 澁谷
覚, 須永努

有斐閣 2013 9784641150034 社会科学 産業･商業

3589 現代マーケティング・リサーチ：市場を読み解くデ－タ分析
照井伸彦, 佐藤忠
彦

有斐閣 2013 9784641164161 社会科学 産業･商業

3590
日本の消費者はなぜタフなのか：日本的・現代的特性とマ－ケティング対
応

三浦俊彦 有斐閣 2013 9784641164215 社会科学 産業･商業

3591
グローバル製品開発戦略―日本コカ・コーラ社の成功と日本ペプシコ社の
撤退

多田和美 有斐閣 2014 9784641164253 社会科学 産業･商業

3592
イスタンブル交易圏とイラン：世界経済における近代中東の交易ネットワ
－ク

坂本勉 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422078 社会科学 産業･商業

3593 日本のＴＰＰ交渉参加の真実：その政策過程の解明 作山巧 文眞堂 2015 9784830948749 社会科学 産業･商業
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3594 国際不正競業法の研究 相澤吉晴 大学教育出版 2016 9784864294201 社会科学 産業･商業
3595 改訂版　貿易実務の教科書 横山研治 大学教育出版 2006 9784887306837 社会科学 産業･商業

3596
デ－ビッド・アトキンソン新・観光立国論：イギリス人アナリストが提言する
２１世紀の「所得倍増

デービッド・アトキン
ソン

東洋経済新報社 2015 9784492502754 社会科学 産業･商業

3597 江ノ電１０ｋｍの奇跡：人々はなぜ引きつけられるのか？ 深谷研二 東洋経済新報社 2015 9784492502761 社会科学 産業･商業

3598 宅急便を創った男小倉昌男さんのマーケティング力 中田信哉 白桃書房 2013 9784561612056 社会科学 産業･商業

3599 観光地のアメニティ：何が観光客を引きつけるか
田村正紀
大津正和, 島津望, 
橋元理恵

白桃書房 2012 9784561761969 社会科学 産業･商業

3600 日本古代の交通・交流・情報．１　制度と実態
舘野和己, 出田和
久

吉川弘文館 2016 9784642017282 社会科学 産業･商業

3601 観光情報学入門 観光情報学会 近代科学社 2015 9784764904828 社会科学 産業･商業

3602 観光マーケティングの現場―ブランド創出の理論と実践― 吉田春生 大学教育出版 2016 9784864293563 社会科学 産業･商業

3603
ＮＨＫはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか：法・ル－ル・規範なきガバ
ナンスに支配される日本

上村達男 東洋経済新報社 2015 9784492223666 社会科学 産業･商業

3604 コンテンツの多様性：多様な情報に接しているのか 浅井澄子 白桃書房 2013 9784561762010 社会科学 産業･商業

3605 日中間海底ケ－ブルの戦後史：国交正常化と通信の再生 貴志俊彦 吉川弘文館 2015 9784642082679 社会科学 産業･商業

3606 トランスエステティーク : 芸術の交通論 篠原資明 岩波書店 1992 9784000015103 芸術 芸術

3607 肖像のエニグマ : 新たなイメージ論に向けて 岡田温司 岩波書店 2008 9784000234498 芸術 芸術

3608 都市から考える公共性 : Publicness from the perspective of city
金泰昌.-今田高俊-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2004 9784130034333 芸術 芸術

3609
文化と芸能から考える公共性 : Publicness from the perspective of 
culture and art

金泰昌.-宮本久雄-
京都フォーラム.

東京大学出版会 2004 9784130034357 芸術 芸術

3610 アートを生み出す七つの数学 牟田淳 オーム社 2013 9784274069062 芸術 芸術
3611 反ユートピアの旅 巖谷國士 紀伊國屋書店 1992 9784314005876 芸術 芸術
3612 芸術と疎外 : リアリズムの論理 杉山康彦 紀伊國屋書店 1994 9784314006200 芸術 芸術
3613 日本の子守唄 : 民俗学的アプローチ 松永伍一 紀伊國屋書店 1994 9784314006224 芸術 芸術
3614 ヨーロッパ美術紀行 坂崎乙郎. 紀伊國屋書店 1994 9784314006255 芸術 芸術

3615 抽象芸術の誕生 : ゴッホからモンドリアンまで 二見史郎. 紀伊國屋書店 1994 9784314006408 芸術 芸術

3616 都市デザイン 黒川紀章 紀伊國屋書店 1994 9784314006583 芸術 芸術
3617 エッフェル塔のかけら : 建築家の旅 岡部憲明 紀伊國屋書店 1997 9784314008013 芸術 芸術

3618 ポンピドゥー・センター物語 : L'histoire du Centre Georges Pompidou 岡部あおみ. 紀伊國屋書店 1997 9784314008037 芸術 芸術

3619 レオナルド・ダ・ヴィンチ 下村寅太郎 勁草書房 1974 9784326198238 芸術 芸術
3620 朝鮮民謡史 : 庶民の心の唄 金奉鉉. 国書刊行会 1990 9784336031778 芸術 芸術
3621 平安・鎌倉・室町・江戶秘奥印譜 長谷川延年 国書刊行会 1992 9784336034144 芸術 芸術
3622 中国書画落款集 谷文晁 国書刊行会 1992 9784336034151 芸術 芸術
3623 平成新編仏教法具図鑑 有賀要延 国書刊行会 1993 9784336035110 芸術 芸術
3624 仏教美術に生きる理想 中村元 春秋社 1995 9784393312230 芸術 芸術
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3625 建築計画 鈴木成文 実教出版 1975 9784407021509 芸術 芸術
3626 建築製図 富塚信司. 実教出版 1977 9784407022810 芸術 芸術
3627 建築計画入門 岡田光正 実教出版 1998 9784407031638 芸術 芸術
3628 最新建築製図 赤地龍馬. 実教出版 2003 9784407302844 芸術 芸術
3629 最新住居学入門 後藤久 実教出版 2004 9784407304626 芸術 芸術

3630 心理学の新しいかたち11芸術心理学の新しいかたち 子安増生 誠信書房 2005 9784414301625 芸術 芸術

3631 カンジンスキー芸術論
Kandinsky, Wassily-
小原國芳

玉川大学出版部 1968 9784472025518 芸術 芸術

3632 武具甲胄紀行 : 1 土井輝生. 同文館出版 2000 9784495975913 芸術 芸術
3633 武具甲胄紀行 : 2 土井輝生. 同文館出版 2000 9784495976019 芸術 芸術
3634 室内環境学概論 : Indoor environment 室内環境学会. 東京電機大学出版局 2010 9784501625900 芸術 芸術
3635 ランシエール : 新音楽の哲学 市田良彦 白水社 2007 9784560024553 芸術 芸術

3636 芸術崇拝の思想 : 政教分離とヨーロッパの新しい神 松宮秀治 白水社 2008 9784560027172 芸術 芸術

3637 魔笛 : 秘教オペラ
Chailley, Jacques-
藤井康生-高橋英

白水社 2011 9784560036402 芸術 芸術

3638 音楽と演奏
Walter, Bruno-渡辺
健

白水社 2013 9784560082935 芸術 芸術

3639 晚年の思想 : アドルノ, ワーグナー, 鏡花など 三光長治 法政大学出版局 2004 9784588100024 芸術 芸術

3640 表象の光学 小林康夫 未來社 2003 9784624011642 芸術 芸術

3641 共生のための技術哲学 : 「ユニバーサルデザイン」という思想 村田純一 未來社 2006 9784624011734 芸術 芸術

3642 眼とかたち 粟津則雄 未來社 1988 9784624710514 芸術 芸術

3643 ブリューゲルの「子供の遊戯」 : 遊びの図像学 森洋子 未來社 1989 9784624710521 芸術 芸術

3644 幻視と造形 粟津則雄 未來社 1991 9784624710583 芸術 芸術
3645 シャボン玉の図像学 森洋子 未來社 1999 9784624710668 芸術 芸術

3646 ブリューゲル探訪 : 民衆文化のエネルギー 森洋子 未來社 2008 9784624710866 芸術 芸術

3647
美術史の7つの顔 : Velázquez Rembrandt Pablo Picasso Otto Dix Alberto 
Giacometti Francis Bacon Andy Warhol

小林康夫 未來社 2005 9784624710880 芸術 芸術

3648 21世紀における芸術の役割 : 神奈川県立音楽堂シンポジウムの記錄 小林康夫 未來社 2006 9784624710903 芸術 芸術

3649
音楽の詩学 : Poétique musicale--sous forme de six lec̜ons / Igor 
Stravinsky ; Eiko Kasaba.

Stravinsky, Igor-笠
羽映子

未來社 2012 9784624934354 芸術 芸術

3650 平安貴族と邸第 朧谷寿 吉川弘文館 2000 9784642042314 芸術 芸術
3651 板碑源流考 千々和實 吉川弘文館 1987 9784642042673 芸術 芸術

3652 都市デザイン : Spacial management of urban area and valuation process 竹內佐和子. NTT出版 2003 9784757121072 芸術 芸術

3653 建築と音楽 : = Architecture and music
五十嵐太郎-菅野
裕子

NTT出版 2008 9784757141964 芸術 芸術

3654 DOJIN選書 美しい顔とはどんな顔か 牟田淳 化学同人 2013 9784759813555 芸術 芸術
3655 <図說>日本の結び 藤原覚一. 築地書館 2012 9784806714453 芸術 芸術
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3656
エコロジカル・ランドスケープというデザイン手法 : 生物多様性に配慮した
空間を総合的にデザインする50シート

小川総一郎. 理工図書 2009 9784844607458 芸術 芸術

3657
フランスの文化政策 : 芸術作品の創造と文化的実践 = La politique 
culturelle de la France : création artistique et démocratisation des 
pratiques

Greffe, Xavier.-垣
內恵美子

水曜社 2007 9784880651897 芸術 芸術

3658 公共文化施設の公共性 : 運営・連携・哲学
井原麗奈.-藤野一
夫

水曜社 2011 9784880652573 芸術 芸術

3659 愛される音楽ホールのつくりかた : 沖縄シュガーホールとコミュニティ 中村透 水曜社 2012 9784880652931 芸術 芸術

3660 新版　美／学 酒井紀幸, 山本恵 大学教育出版 2009 9784887309081 芸術 芸術

3661 モニュメントの２０世紀：タイムカプセルが伝える〈記録〉と〈記憶〉 坂口英伸 吉川弘文館 2015 9784642038461 芸術 芸術

3662 中国宮廷美術史 王凱 大学教育出版 2015 9784864293303 芸術 芸術

3663 清王朝の宮廷絵画 ―郎世寧とその周辺の画家たち― 王凱 大学教育出版 2016 9784864293631 芸術 芸術

3664 苦悩に満ちた宮廷画家：郎世寧による異文化の受容と変貌 王凱 大学教育出版 2010 9784887309845 芸術 芸術

3665 ハンコの文化史：古代ギリシャから現代日本まで（読みなおす日本史） 新関欽哉 吉川弘文館 2015 9784642065887 芸術 芸術

3666 近代デザインの美学 高安啓介 [著] みすず書房 2015 9784622079026 芸術 芸術

3667 メ－イのアリストテレ－ス『詩学』解釈とオペラの誕生 津上英輔 勁草書房 2015 9784326800551 芸術 芸術

3668 ヒップホップの政治学：若者文化によるアメリカの再生 川村亜樹 大学教育出版 2012 9784864291088 芸術 芸術

3669
中国とベトナム山地民族の世界―ヤオ族音楽文化に関する基礎的研究
―

李金叶 大学教育出版 2009 9784887308923 芸術 芸術

3670 スポーツ基礎数理ハンドブック 深代千之-柴山明 朝倉書店 2000 9784254690354 芸術 スポーツ・レクリエーション

3671 エイゼンシュテイン : 生涯とその思想 山田和夫. 紀伊國屋書店 1994 9784314006194 芸術 スポーツ・レクリエーション

3672 演劇の世界史 青江舜二郎 紀伊國屋書店 1994 9784314006309 芸術 スポーツ・レクリエーション

3673 ニジンスキー 石福恒雄. 紀伊國屋書店 1994 9784314006347 芸術 スポーツ・レクリエーション

3674 映画で読むシェイクスピア 森祐希子 紀伊國屋書店 1996 9784314007160 芸術 スポーツ・レクリエーション

3675 明治馬券始末 大江志乃夫 紀伊國屋書店 2005 9784314009768 芸術 スポーツ・レクリエーション

3676 レジャー産業を考える : lecture
大和ハウス工業生
活研究所.-多摩大

実教出版 1993 9784407032000 芸術 スポーツ・レクリエーション

3677 ボール遊びと造形 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058851 芸術 スポーツ・レクリエーション

3678 円柱の遊びと造形 和久洋三. 玉川大学出版部 2006 9784472058868 芸術 スポーツ・レクリエーション

3679 スポーツと健康 : Do sport & healthy life 桜井悌二郎 東京電機大学出版局 1994 9784501613709 芸術 スポーツ・レクリエーション

3680 サッカーおもしろ科学 : 科学的分析に基づいた合理的な練習 掛水隆-大橋二郎 東京電機大学出版局 1996 9784501614607 芸術 スポーツ・レクリエーション

3681 サッカーゴールへの科学 : 科学的分析に基づいた確率の高いシュート
掛水隆.-赤木真
二.-大橋二郎.-田

東京電機大学出版局 1997 9784501615109 芸術 スポーツ・レクリエーション

3682 自転車と健康
前田寬.-石橋健
司.-岡内優明.

東京電機大学出版局 1999 9784501616809 芸術 スポーツ・レクリエーション

3683
サッカーコンディショニングの科学 : 科学的分析に基づいたコンディショニ
ングの方法

赤木真二.-浦上千
晶.

東京電機大学出版局 1999 9784501617202 芸術 スポーツ・レクリエーション
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3684 虫食算と覆面算 : 論理思考パズル難易度別 200選 大駒誠一.-武純也. 東京電機大学出版局 2008 9784501623302 芸術 スポーツ・レクリエーション

3685 実践に生かすスポーツ敎養 : スポーツのあるライフスタイルのすすめ
內匠屋潔-木村憲.-
古賀初-加藤知己.

東京電機大学出版局 2009 9784501624408 芸術 スポーツ・レクリエーション

3686

プロデューサーのキャリア連帯 : 映画産業における創造的個人の組織化
戦略 = A sense of solidarity that guides careers of producers : strategic 
collaborative organisation of creative individuals in the Japanese film 
industry

山下勝-山田仁一
郎

白桃書房 2010 9784561265290 芸術 スポーツ・レクリエーション

3687 Jリーグの行動科学 : リーダーシップとキャリアのための教訓 高橋潔 白桃書房 2010 9784561265375 芸術 スポーツ・レクリエーション

3688 日本蜑人伝統の硏究 田辺悟 法政大学出版局 1990 9784588321092 芸術 スポーツ・レクリエーション

3689 変身の思想 : 日本演劇における演技の論理 今尾哲也 法政大学出版局 1970 9784588450013 芸術 スポーツ・レクリエーション

3690 江戶歌舞伎論 服部幸雄. 法政大学出版局 1980 9784588450105 芸術 スポーツ・レクリエーション

3691 俳優の仕事 : 第 1部, 俳優教育システム
Stanislavsky, 
Konstantin-岩田貴

未來社 2008 9784624700904 芸術 スポーツ・レクリエーション

3692 俳優の仕事 : 第 2部, 俳優教育システム
Stanislavsky, 
Konstantin-岩田貴

未來社 2008 9784624700911 芸術 スポーツ・レクリエーション

3693 俳優の仕事 : 第 3部, 俳優の役に対する仕事

Stanislavsky, 
Konstantin-安達紀
子.-堀江新二.-岩
田貴

未來社 2009 9784624700935 芸術 スポーツ・レクリエーション

3694 近代武道・合気道の形成―「合気」の技術と思想 工藤龍太 早稲田大学出版部 2015 9784657157089 芸術 スポーツ・レクリエーション

3695 武道を生きる 松原隆一郎 NTT出版 2006 9784757141087 芸術 スポーツ・レクリエーション

3696 DOJIN選書 スポーツを10倍楽しむ統計学 鳥越規央 化学同人 2015 9784759816655 芸術 スポーツ・レクリエーション

3697 都市と娯楽 : 開港期--1930年代 羽田博昭-奥須磨 日本経済評論社 2004 9784818815698 芸術 スポーツ・レクリエーション

3698 明治国家の芸能政策と地域社会 : 近代芸能興行史の裾野から 橋本今祐 日本経済評論社 2011 9784818821668 芸術 スポーツ・レクリエーション

3699 日本オペラ史, -1952
増井敬二-昭和音
楽大学.

水曜社 2003 9784880651149 芸術 スポーツ・レクリエーション

3700 日本オペラ史, 1953-
関根礼子-昭和音
楽大学オペラ研究

水曜社 2011 9784880652597 芸術 スポーツ・レクリエーション

3701 前衛映画理論と前衛芸術 : フランスを中心に 飯島正 白水社 1970 芸術 スポーツ・レクリエーション

3702 ソ－シャルゲ－ムのビジネスモデル：フリ－ミアムの経済分析
田中辰雄, 山口真
一

勁草書房 2015 9784326504060 芸術 スポーツ・レクリエーション

3703 言語・知覚・世界 大森荘蔵 岩波書店 1971 9784000004893 言語 外国･比較語学

3704 日本思想という問題 : 翻訳と主体 酒井直樹 岩波書店 2007 9784000271516 言語 外国･比較語学

3705 文法探究法
小池清治-赤羽根
義章

朝倉書店 2002 9784254515022 言語 外国･比較語学

3706 音声・音韻探究法 : 日本語音声へのいざない 湯澤質幸-松崎寬 朝倉書店 2004 9784254515039 言語 外国･比較語学

3707 語彙探究法 小池清治-河原修 朝倉書店 2005 9784254515046 言語 外国･比較語学

3708 文字・表記探究法 犬飼隆 朝倉書店 2002 9784254515053 言語 外国･比較語学
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3709 文体探究法
小池清治-松井貴
子-鈴木啓子

朝倉書店 2005 9784254515060 言語 外国･比較語学

3710 日本語史探究法 小林賢次-梅林博 朝倉書店 2005 9784254515084 言語 外国･比較語学

3711 方言探究法 森下喜一-大野眞 朝倉書店 2001 9784254515091 言語 外国･比較語学

3712 日本語教育探究法
小池清治-秋元美
晴.-氏家洋子.

朝倉書店 2007 9784254515107 言語 外国･比較語学

3713 漢字と日本語 野村雅昭-前田富 朝倉書店 2005 9784254515312 言語 外国･比較語学

3714 漢字のはたらき 野村雅昭-前田富 朝倉書店 2006 9784254515329 言語 外国･比較語学

3715 現代の漢字 野村雅昭-前田富 朝倉書店 2003 9784254515336 言語 外国･比較語学

3716 漢字と社会 野村雅昭-前田富 朝倉書店 2005 9784254515343 言語 外国･比較語学

3717 漢字の未来 野村雅昭-前田富 朝倉書店 2004 9784254515350 言語 外国･比較語学

3718 国語教育入門 野地潤家.-倉澤栄 朝倉書店 2004 9784254515411 言語 外国･比較語学

3719 読むことの教育 野地潤家.-倉澤栄 朝倉書店 2005 9784254515428 言語 外国･比較語学

3720 話し言葉の教育 野地潤家.-倉澤栄 朝倉書店 2004 9784254515435 言語 外国･比較語学

3721 書くことの教育 野地潤家.-倉澤栄 朝倉書店 2006 9784254515442 言語 外国･比較語学

3722 授業と学力評価 野地潤家.-倉澤栄 朝倉書店 2004 9784254515459 言語 外国･比較語学

3723 国語教育研究 倉澤栄吉.-野地潤 朝倉書店 2006 9784254515466 言語 外国･比較語学

3724 言語心理学 針生悦子 朝倉書店 2006 9784254526653 言語 外国･比較語学

3725 ことばの誕生 : 行動学からみた言語起源論 正高信男 紀伊國屋書店 1991 9784314005692 言語 外国･比較語学

3726 近代日本語 : 歴史的所産としての言語 杉本つとむ 紀伊國屋書店 1994 9784314006293 言語 外国･比較語学

3727 西夏文字 : その解読のプロセス 西田龍雄. 紀伊國屋書店 1994 9784314006323 言語 外国･比較語学

3728 クレオール事始 西成彦 紀伊國屋書店 1999 9784314008532 言語 外国･比較語学

3729 日本語学習のエスノメソドロジー : 言語的共生化の過程分析 杉原由美 勁草書房 2010 9784326250646 言語 外国･比較語学

3730 日本語文法のしくみ 井上優-町田健 研究社 2002 9784327383015 言語 外国･比較語学

3731 日本語音声学のしくみ
猪塚元.-猪塚恵美
子.-町田健

研究社 2003 9784327383022 言語 外国･比較語学

3732 言語学のしくみ 町田健 研究社 2001 9784327383039 言語 外国･比較語学

3733 日本語学のしくみ 加藤重広-町田健 研究社 2001 9784327383046 言語 外国･比較語学

3734 認知意味論のしくみ 籾山洋介-町田健 研究社 2002 9784327383053 言語 外国･比較語学

3735 日本語語用論のしくみ 加藤重広-町田健 研究社 2004 9784327383060 言語 外国･比較語学

3736 滿和辭典 : b Manju z̆i-ben gisun kamcibuha bithe 羽田亨 国書刊行会 1972 9784336000033 言語 外国･比較語学

3737 蝦和英三對辭書 : 完 Batchelor, John 国書刊行会 1975 9784336000071 言語 外国･比較語学

3738
ヨーロッパの言語 : European languages from the Sanseido encyclopaedia 
of linguistics

千野栄一-河野六
郎-亀井孝

三省堂 1998 9784385152059 言語 外国･比較語学

3739 金田一春彦著作集 : 1 金田一春彦 玉川大学出版部 2003 9784472014710 言語 外国･比較語学

3740 金田一春彦著作集 : 2 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014727 言語 外国･比較語学

3741 金田一春彦著作集 : 3 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014734 言語 外国･比較語学

3742 金田一春彦著作集 : 4 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014741 言語 外国･比較語学

3743 金田一春彦著作集 : 5 金田一春彦 玉川大学出版部 2005 9784472014758 言語 外国･比較語学

3744 金田一春彦著作集 : 6 金田一春彦 玉川大学出版部 2005 9784472014765 言語 外国･比較語学

3745 金田一春彦著作集 : 7 金田一春彦 玉川大学出版部 2005 9784472014772 言語 外国･比較語学

3746 金田一春彦著作集 : 8 金田一春彦 玉川大学出版部 2005 9784472014789 言語 外国･比較語学

3747 金田一春彦著作集 : 9 金田一春彦 玉川大学出版部 2005 9784472014796 言語 外国･比較語学

3748 金田一春彦著作集 : 10 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014802 言語 外国･比較語学

3749 金田一春彦著作集 : 第11卷 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014819 言語 外国･比較語学
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3750 金田一春彦著作集 : 12 金田一春彦 玉川大学出版部 2004 9784472014826 言語 外国･比較語学

3751 金田一春彦著作集 : 別卷 金田一春彦 玉川大学出版部 2006 9784472014833 言語 外国･比較語学

3752 ICT を活用した外国語教育
吉田晴世.-CIEC 外
国語教育研究部会.

東京電機大学出版局 2008 9784501544003 言語 外国･比較語学

3753 バルト : 距離への情熱 渡辺諒 白水社 2007 9784560024546 言語 外国･比較語学

3754
言語と精神 : カヴィ語研究序說 = Über die Kawi-sprache auf der insel 
Java

Humboldt, Wilhelm-
亀山健吉.

法政大学出版局 1984 9784588150043 言語 外国･比較語学

3755 ことばと発達 : 特集 村井潤一-岡本夏 ミネルヴァ書房 2004 9784623041985 言語 外国･比較語学

3756 発達のなかのことば : 特集 吉岡昌俊 ミネルヴァ書房 2010 9784623056798 言語 外国･比較語学

3757 翻訳のポイエーシス : 他者の詩学 湯浅博雄 未來社 2012 9784624932602 言語 外国･比較語学

3758 日本古代の表記と文体 沖森卓也 吉川弘文館 2000 9784642042710 言語 外国･比較語学

3759 論理的な考え方伝え方：根拠に基づく正しい議論のために 狩野光伸 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422672 言語 外国･比較語学

3760 北東アジアのことばと人々 樋口謙一郎 大学教育出版 2013 9784864292146 言語 外国･比較語学

3761
沈黙と無言の哲学

―〈語りえぬもの〉の語りえなさを語る―
中村直行 大学教育出版 2015 9784864293266 言語 外国･比較語学

3762 ことばの習得―母語獲得と第二言語習得
鈴木孝明, 白畑知
彦

くろしお出版 2012 9784874245446 言語 外国･比較語学

3763 現代日本語探究法 小池清治 朝倉書店 2001 9784254515015 言語 日本語

3764 日中漢字文化をいかした漢字・語彙指導法―「覚える」から「考える」へ 李軍 早稲田大学出版部 2016 9784657167033 言語 日本語

3765 クリティカル・リ－ディング入門：人文系のための読書レッスン
慶應義塾大学教養
研究センター
大出敦

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422740 言語 日本語

3766 ジェンダ－から見た日本語教科書：日本女性像の昨日・今日・明日 水本光美 大学教育出版 2015 9784864293211 言語 日本語

3767
アセスメントと日本語教育 新しい評価の理論と実践 佐藤慎司, 熊谷由

理
くろしお出版 2010 9784874244913 言語 日本語

3768 日本語教育のための文法コロケーションハンドブック 中俣尚己 くろしお出版 2014 9784874246306 言語 日本語

3769 マイナスの待遇表現行動―対象を低く悪く扱う表現への規制と配慮 西尾純二 くろしお出版 2015 9784874246450 言語 日本語

3770 日本語文法練習帳 山田敏弘 くろしお出版 2015 9784874246559 言語 日本語
3771 英語・日本語 空西哲郎 紀伊國屋書店 1994 9784314006118 言語 英語

3772 日本英学史叙說 : 英語の受容から教育へ 庭野吉弘 研究社 2008 9784327377229 言語 英語

3773 The Woman Who Disappeared Prowse, Philip マクミラン ランゲージハウス 2006 9784352724548 言語 英語

3774 最新版 留学 & ホームステイのための英会話
細井忠俊.-Berwick, 
Taeko.

アルク 2006 9784757410237 言語 英語

3775 英語教育のグランド・デザイン : 慶應義塾大学 SFC の実践と展望 鈴木佑治 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409895 言語 英語

3776 アカデミックライティング入門：英語論文作成法 吉田友子 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422122 言語 英語

3777 Culture Shock in Japan : 外国人が見た「何これ!? ニッポン」 Boon, Andy マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364930 言語 英語

3778 Ice Station at the End of the World : 南極観測所最後の日 Strong, Gregory マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364947 言語 英語
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3779 Haircuts and Another Japanese Tale : ニッポン人の心 :「散髪」ほか1編 Ashton, Hugh マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364954 言語 英語

3780 Click and Other Japanese Tales : ニッポン人の心: 「カシャッ」ほか2編 Ashton, Hugh マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364961 言語 英語

3781 Homestay in the UK : 英国ホームステイ日記 Boon, Andy マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364978 言語 英語

3782 This Is Facebook! : これがフェイスブックだ! Boon, Andy マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364985 言語 英語

3783
Japanese Communities Around the World : グローバル日系人社会の実
像

Strong, Gregory マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777364992 言語 英語

3784 The Bradfield Push : ブラッドフィールドのギャング Ashton, Hugh マクミラン ランゲージハウス 2013 9784777365005 言語 英語

3785
The Story of the Kennedys : From Ireland to Japan = ケネディ家の人々: 
アイルランドから日本へ

Ashton, Hugh マクミラン ランゲージハウス 2014 9784777365173 言語 英語

3786 The World of "Anne of Green Gables" : 「赤毛のアン」の世界 McKechnie, Nadia マクミラン ランゲージハウス 2014 9784777365180 言語 英語

3787 見ても聞いてもわかる バリアフリー英文法 山下広司 大学教育出版 2016 9784864293679 言語 英語

3788 感じのよい英語　感じのよい日本語 水谷信子 くろしお出版 2015 9784874246443 言語 英語

3789 レトリック探究法
柳澤浩哉-香西秀
信-中村敦雄

朝倉書店 2004 9784254515077 文学 文学(外国･比較)

3790 短詩型文学論 岡井隆-金子兜太 紀伊國屋書店 1994 9784314006132 文学 文学(外国･比較)

3791 大衆文学 尾崎秀樹 紀伊國屋書店 1994 9784314006217 文学 文学(外国･比較)

3792 映像と言語 近藤耕人 紀伊國屋書店 1994 9784314006279 文学 文学(外国･比較)

3793 ドラマトゥルギー 山内登美雄 紀伊國屋書店 1994 9784314006286 文学 文学(外国･比較)

3794 額田姬王 谷馨 紀伊國屋書店 1994 9784314006330 文学 文学(外国･比較)

3795 中原中也の世界 北川透 紀伊國屋書店 1994 9784314006354 文学 文学(外国･比較)

3796 竹久夢二 : 夢と鄉愁の詩人 秋山清 紀伊國屋書店 1994 9784314006361 文学 文学(外国･比較)

3797 会津八一 宮川寅雄 紀伊國屋書店 1994 9784314006378 文学 文学(外国･比較)

3798 釋迢空 岩田正 紀伊國屋書店 1994 9784314006415 文学 文学(外国･比較)

3799 魯迅と革命文学 丸山昇 紀伊國屋書店 1994 9784314006422 文学 文学(外国･比較)

3800 日本ファザコン文学史 田中貴子 紀伊國屋書店 1998 9784314008228 文学 文学(外国･比較)

3801 漱石のリアル : 測量としての文学 若林幹夫 紀伊國屋書店 2002 9784314009201 文学 文学(外国･比較)

3802 文書技法テキスト
キャリア教育教材
開発研究会.

実教出版 1991 9784407027884 文学 文学(外国･比較)

3803 自己表現の技法 : 文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション 畑山浩昭. 実教出版 2004 9784407303797 文学 文学(外国･比較)

3804 口語表現ワークブック : 自己表現スキルをみがく 荒木晶子. 実教出版 2004 9784407306132 文学 文学(外国･比較)

3805 学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 滝川好夫 税務経理協会 2011 9784419057299 文学 文学(外国･比較)

3806 卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル 滝川好夫 税務経理協会 2014 9784419060862 文学 文学(外国･比較)

3807 子どもの本と〈食〉 : 物語の新しい食べ方
西村醇子.-川端有
子.

玉川大学出版部 2007 9784472403408 文学 文学(外国･比較)

3808
英語通信文の歴史 : 英国の英文レターマニュアルに見る商用通信文 (ビ
ジネスレター) の移り変わり

稲津一芳 同文館出版 2001 9784495676711 文学 文学(外国･比較)



ebook list <EBSCOhost eBook Collection (Net Library)> 127/137

No. 書名 著者名 出版社 出版社 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

3809
一流の科学者が書く英語論文 : Catalyst for a successful scientific 
career

Körner, Ann M.-瀬
野悍二

東京電機大学出版局 2010 9784501625009 文学 文学(外国･比較)

3810 笑い
Bergson, Henri-花
田圭介-加藤精司.-
仲沢紀雄-鈴木力

白水社 2001 9784560025178 文学 文学(外国･比較)

3811 荷風のリヨン : 「ふらんす物語」を步く 加太宏邦 白水社 2005 9784560027745 文学 文学(外国･比較)

3812 幕末・維新期の文学 前田愛 法政大学出版局 1972 9784588450051 文学 文学(外国･比較)

3813 占領と文学 浦田義和 法政大学出版局 2007 9784588470035 文学 文学(外国･比較)

3814 オリエンタリズムとジェンダー : 「蝶々夫人」の系譜 小川さくえ 法政大学出版局 2007 9784588672071 文学 文学(外国･比較)

3815 出版のためのテキスト実践技法. 西谷能英 未來社 2001 9784624000219 文学 文学(外国･比較)

3816 出版のためのテキスト実践技法 : 総集篇 西谷能英. 未來社 2009 9784624000240 文学 文学(外国･比較)

3817 歴史のディコンストラクション : 共生の希望へ向かって 小林康夫 未來社 2010 9784624011819 文学 文学(外国･比較)

3818 ことばと精神 : 粟津則雄講演集 粟津則雄. 未來社 2009 9784624601027 文学 文学(外国･比較)

3819 悲しき亜言語帯 : 沖縄・交差する植民地主義 仲里効 未來社 2012 9784624601133 文学 文学(外国･比較)

3820 コメディア・デラルテ
Mic, Constant.-梁
木靖弘

未來社 1987 9784624700607 文学 文学(外国･比較)

3821 濠渠と風車 埴谷雄高 未來社 1957 9784624918019 文学 文学(外国･比較)

3822 鞭と獨楽 埴谷雄高 未來社 1957 9784624918026 文学 文学(外国･比較)

3823 墓銘と影絵 埴谷雄高 未來社 1961 9784624918033 文学 文学(外国･比較)

3824 罠と拍車 埴谷雄高 未來社 1962 9784624918040 文学 文学(外国･比較)

3825 垂鉛と弾機 埴谷雄高 未來社 1962 9784624918057 文学 文学(外国･比較)

3826 甕と蜉蝣 埴谷雄高 未來社 1964 9784624918064 文学 文学(外国･比較)

3827 振子と坩堝 植谷雄高 未來社 1964 9784624918071 文学 文学(外国･比較)

3828 彌撒と鷹 埴谷雄高 未來社 1966 9784624918088 文学 文学(外国･比較)

3829 渦動と天秤 埴谷雄高 未來社 1968 9784624918095 文学 文学(外国･比較)

3830 兜と冥府 埴谷雄高 未來社 1970 9784624918101 文学 文学(外国･比較)

3831 橄欖と塋窟 埴谷雄高 未來社 1972 9784624918118 文学 文学(外国･比較)

3832 鐘と遊星 埴谷雄高 未來社 1975 9784624918125 文学 文学(外国･比較)

3833 石棺と年輪 : 影絵の世界 埴谷雄高 未來社 1976 9784624918132 文学 文学(外国･比較)

3834 蓮と海嘯 埴谷雄高 未來社 1977 9784624918149 文学 文学(外国･比較)

3835 天頂と潮汐 埴谷雄高 未來社 1980 9784624918156 文学 文学(外国･比較)

3836 暉と極冠 埴谷雄高 未來社 1984 9784624918231 文学 文学(外国･比較)

3837 雁と胡椒 埴谷雄高 未來社 1990 9784624918255 文学 文学(外国･比較)

3838 滑車と風洞 埴谷雄高 未來社 1991 9784624918279 文学 文学(外国･比較)

3839 虹と睡蓮 埴谷雄高 未來社 1995 9784624918293 文学 文学(外国･比較)

3840 螺旋と蒼穹 埴谷雄高 未來社 1995 9784624918309 文学 文学(外国･比較)

3841 定本野口雨情 : 第 1卷, 詩と民謡 I 野口雨情-秋山清 未來社 1985 9784624929015 文学 文学(外国･比較)

3842 定本野口雨情 : 第 2卷, 詩と民謡 II 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929022 文学 文学(外国･比較)

3843 定本野口雨情 : 第 3卷, 童謡 I 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929039 文学 文学(外国･比較)

3844 定本野口雨情 : 第 4卷, 童謡 II 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929046 文学 文学(外国･比較)

3845 定本野口雨情 : 第 5卷, 地方民謡 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929053 文学 文学(外国･比較)

3846 定本野口雨情 : 第 6卷, 童話・随筆・エッセイ・小品 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929060 文学 文学(外国･比較)
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3847 定本野口雨情 : 第 7卷, 童謡論・民謡論 I 野口雨情-秋山清 未來社 1986 9784624929077 文学 文学(外国･比較)

3848 定本野口雨情 : 第 8卷 野口雨情-秋山清 未來社 1987 9784624929084 文学 文学(外国･比較)

3849 定本野口雨情 : 補卷, 補遺・書簡 野口雨情-野口存 未來社 1996 9784624929091 文学 文学(外国･比較)

3850 応答する呼びかけ : 言葉の文学的次元から他者関係の次元へ 湯浅博雄. 未來社 2009 9784624932589 文学 文学(外国･比較)

3851 国民革命幻想 : デ・サンクティスからグラムシへ 上村忠男 未來社 2000 9784624934255 文学 文学(外国･比較)

3852 講習餘筆
中村蘭林-広瀬蒙
斎-松本愚山-釈雲
室-桃西河

吉川弘文館 1979 9784642086127 文学 文学(外国･比較)

3853 常山桜筆餘
湯浅常山-広瀬旭
荘-近藤万丈

吉川弘文館 1979 9784642086134 文学 文学(外国･比較)

3854 見し世の人の記 脇愚山 吉川弘文館 1979 9784642086141 文学 文学(外国･比較)

3855 一字訓 雨森芳洲-中根淑 吉川弘文館 1979 9784642086158 文学 文学(外国･比較)

3856 間思随筆
加藤景範-沢田名
垂-橘守部-平田篤
胤-倉成龍渚-村山

吉川弘文館 1980 9784642086165 文学 文学(外国･比較)

3857 仙語記
村田春海-中村新
斎-松平定信

吉川弘文館 1980 9784642086172 文学 文学(外国･比較)

3858 一昔話 加藤艮斎-黑川春 吉川弘文館 1980 9784642086189 文学 文学(外国･比較)

3859 寓意草

岡村良通-黒川盛
隆-沢近嶺-淸水礫
洲-山岡浚明-大田
南畝-田宮橘庵

吉川弘文館 1980 9784642086196 文学 文学(外国･比較)

3860 古今物忘れの記 建部綾足 吉川弘文館 1980 9784642086202 文学 文学(外国･比較)

3861 醍醐随筆 中山三柳 吉川弘文館 1980 9784642086219 文学 文学(外国･比較)

3862 寐ものがたり
鼠渓-間宮永好-入
江昌喜

吉川弘文館 1981 9784642086226 文学 文学(外国･比較)

3863 強斎先生雑話筆記
若林強斎-小冥野
夫.-山口春水

吉川弘文館 1981 9784642086233 文学 文学(外国･比較)

3864 そぞろ物語. 三浦浄心 吉川弘文館 1981 9784642086240 文学 文学(外国･比較)

3865 月堂見聞集. 本島知辰 吉川弘文館 1981 9784642086257 文学 文学(外国･比較)

3866 月堂見聞集. 本島知辰 吉川弘文館 1981 9784642086264 文学 文学(外国･比較)

3867 月堂見聞集. 本島知辰 吉川弘文館 1982 9784642086271 文学 文学(外国･比較)

3868 久夢日記. 北川博邦-森銑三 吉川弘文館 1982 9784642086288 文学 文学(外国･比較)

3869 宝暦現来集. 山田桂翁 吉川弘文館 1982 9784642086295 文学 文学(外国･比較)

3870 宝暦現来集. 山田桂翁 吉川弘文館 1982 9784642086301 文学 文学(外国･比較)

3871 江府風俗志 : 天弘錄 ; 花吹雪隈手逎塵
恕堂閑人-北川博
邦-森銑三

吉川弘文館 1982 9784642086318 文学 文学(外国･比較)

3872 巷街贅說. 人斎翁 吉川弘文館 1983 9784642086325 文学 文学(外国･比較)

3873 巷街贅說.
人斎翁-石塚豊芥
子

吉川弘文館 1983 9784642086332 文学 文学(外国･比較)

3874 民間風俗年中行事 : [1]. 吉川弘文館. 吉川弘文館 1983 9784642086349 文学 文学(外国･比較)

3875 民間風俗年中行事 : [2]. 国書刋行会. 吉川弘文館 1983 9784642086356 文学 文学(外国･比較)

3876 梅村載筆
林羅山-岡村良通-
滝沢馬琴-菅茶山

吉川弘文館 1993 9784642090018 文学 文学(外国･比較)

3877 春波楼筆記
司馬江漢-柳亭種
彥-曉鐘成-桂川中
良-喜多村信節-城

吉川弘文館 1993 9784642090025 文学 文学(外国･比較)
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3878 雲錦随筆
曉鐘成-生川春明-
中島広足-小山田

吉川弘文館 1993 9784642090032 文学 文学(外国･比較)

3879 蘿月庵国書漫抄
尾崎雅嘉-堀秀成-
橋本経亮-柳亭種
彥-中山高陽-西村

吉川弘文館 1993 9784642090049 文学 文学(外国･比較)

3880 玄同放言
滝沢馬琴-村田春
海-石川雅望

吉川弘文館 1993 9784642090056 文学 文学(外国･比較)

3881 睡余小錄
河津三白-伴林光
平-大田南畝-谷川
士清-山東京山

吉川弘文館 1993 9784642090063 文学 文学(外国･比較)

3882 上代衣服考
豊田長敦-清水濱
臣-松平定信-森島
中良-小野高潔

吉川弘文館 1993 9784642090070 文学 文学(外国･比較)

3883 半日閑話 大田南畝 吉川弘文館 1993 9784642090087 文学 文学(外国･比較)

3884 過庭紀談
原雙桂-西村藐庵-
大國隆正

吉川弘文館 1993 9784642090094 文学 文学(外国･比較)

3885 遠碧軒記
黑川道祐-中島廣
足-朝川善庵-土肥
經平-滝沢馬琴

吉川弘文館 1993 9784642090100 文学 文学(外国･比較)

3886 古老茶話
柏崎永以-畑鶴山-
伊藤東涯

吉川弘文館 1993 9784642090117 文学 文学(外国･比較)

3887
梅園叢書  / 三浦安貞. 野乃舎随筆 / 大石千引. おもひくさ / 本居宣長. 
閑窓瑣談 / 佐々木貞高. 還魂紙料 / 柳亭種彥. 擁書漫筆 / 小山田与清. 
西洋画談 / 司馬江漢

三浦梅園-柳亭種
彥-小山田与清-司
馬江漢-大石千引-
本居宣長-為永春
水

吉川弘文館 1993 9784642090124 文学 文学(外国･比較)

3888
思ひの儘の記  / 勢多章甫. 用捨箱 / 柳亭種彥. 向岡閑話 / 大田南畝. 
撈海一得 / 鈬木煥卿. 松陰随筆 / 鈴木基之. 槻の落葉信濃漫錄 / 荒木
田久老

勢多章甫-鈴木基
之-荒木田久老-鈴
木澶洲-柳亭種彥-
大田南畝

吉川弘文館 1993 9784642090131 文学 文学(外国･比較)

3889
蒹葭堂雑錄  / 暁鐘成. 文会雑記 / 湯浅元禎. 閑窓瑣談後編 / 佐々木貞
高. 畏庵随筆 / 若槻敬

暁鐘成-若槻幾斎-
為永春水-湯浅常
山

吉川弘文館 1993 9784642090148 文学 文学(外国･比較)

3890 北辺随筆
富士谷御杖-山東
京伝-日尾荊山

吉川弘文館 1994 9784642090155 文学 文学(外国･比較)

3891 かしのしづ枝
中島広足-宮川政
運-松村梅岡-入江
昌喜-小山田与清

吉川弘文館 1994 9784642090162 文学 文学(外国･比較)

3892 古今沿革考

柏崎永以-栗原信
充-多田南嶺-伊勢
貞丈.-和田烏江-藤
井懶斎-太宰春台

吉川弘文館 1994 9784642090179 文学 文学(外国･比較)

3893 世事百談
山崎美成-山含亭
意雅栗三-伴蒿蹊

吉川弘文館 1994 9784642090186 文学 文学(外国･比較)

3894 筆の御霊
田沼善一-大朏東
華-秦鼎-盧橘庵.

吉川弘文館 1994 9784642090193 文学 文学(外国･比較)

3895 昆陽漫錄 : 続昆陽慢錄 ; 続昆陽漫錄補
青木昆陽-伊勢貞
丈.-岡田新川-多田
南嶺

吉川弘文館 1994 9784642090209 文学 文学(外国･比較)
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3896 年々随筆
石原正明-滝沢馬
琴-山口幸充

吉川弘文館 1994 9784642090216 文学 文学(外国･比較)

3897 三のしるべ
藤井高尚-茅原虛
斎-藤原貞幹

吉川弘文館 1994 9784642090223 文学 文学(外国･比較)

3898 遊芸園随筆
川路聖謨-石川雅
望-喜多村信節-川
口好和.-林羅山

吉川弘文館 1994 9784642090230 文学 文学(外国･比較)

3899 兎園小說
滝沢馬琴-武田信
英.

吉川弘文館 1994 9784642090247 文学 文学(外国･比較)

3900 松屋叢話

小山田与清-岡西
惟中-梅の舎主人-
馬場文耕-山崎美
成-契冲-大田南畝

吉川弘文館 1994 9784642090254 文学 文学(外国･比較)

3901 筱舎漫筆
西田直養-滝沢馬
琴-桃華園三千麿

吉川弘文館 1994 9784642090261 文学 文学(外国･比較)

3902 兎園小說别集
滝沢馬琴-松平定
信-喜多村信節-瀬
川如皐-財津種[sō]

吉川弘文館 1994 9784642090278 文学 文学(外国･比較)

3903 兎園小說余錄 ; 兎園小說拾遺
滝沢馬琴-三浦梅
園-神谷養勇軒-小
泉保敬

吉川弘文館 1994 9784642090285 文学 文学(外国･比較)

3904 雉岡随筆
五十嵐篤好-斎藤
徳元-山東京伝-山
崎美成-上田秋成

吉川弘文館 1994 9784642090292 文学 文学(外国･比較)

3905 它山石初編
松井羅州-山東京
伝-雨森芳洲-喜多
村信節-北村久備

吉川弘文館 1994 9784642090308 文学 文学(外国･比較)

3906 一挙博覧

鈴木忠侯.-釈立綱-
喜多村信節-清中
亭叔親-森島中良-
柳原紀光-林自見

吉川弘文館 1994 9784642090315 文学 文学(外国･比較)

3907 先進繡像玉石雑誌
栗原信充-馬場信
意-細川宗春.

吉川弘文館 1994 9784642090322 文学 文学(外国･比較)

3908 飛鳥川
柴村盛方-尾崎雅
嘉-西村遠里-松亭
金水-菱川師宣

吉川弘文館 1994 9784642090339 文学 文学(外国･比較)

3909 梅翁随筆
竜田舎秋錦-岩政
信比古-千家尊澄

吉川弘文館 1994 9784642090346 文学 文学(外国･比較)

3910 笈埃随筆
百井塘雨-菊岡沾
涼-三升屋二三治-

吉川弘文館 1994 9784642090353 文学 文学(外国･比較)

3911 河社
契冲-頭光-慈延-
雨森芳洲-山崎美

吉川弘文館 1994 9784642090360 文学 文学(外国･比較)

3912 蓴菜草紙
多田南嶺-伴信友-
徳川光圀-柳亭種
彦-大田南畝

吉川弘文館 1995 9784642090377 文学 文学(外国･比較)

3913 南留别志

荻生徂徠-谷真潮-
橘南谿-小島成斎-
伊勢貞丈-蓧崎東
海-富士谷成章

吉川弘文館 1995 9784642090384 文学 文学(外国･比較)
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3914 三省錄
志賀理斎-安藤為
章-平賀源内-原徳

吉川弘文館 1995 9784642090391 文学 文学(外国･比較)

3915 遊京漫録
清水浜臣-栗原信
充-聖応

吉川弘文館 1995 9784642090407 文学 文学(外国･比較)

3916 柳庵随筆余編
栗原信充-北莖-南
山-清水浜臣-渋川
時英-林百助.

吉川弘文館 1995 9784642090414 文学 文学(外国･比較)

3917 楓軒偶記 ; 諼草小言
小宮山昌秀-滝沢
馬琴

吉川弘文館 1995 9784642090421 文学 文学(外国･比較)

3918 静軒痴談

寺門静軒-小野高
尚-畑銀雞-八島五
岳-南川金渓-笠亭
仙果-瀬川如皐

吉川弘文館 1995 9784642090438 文学 文学(外国･比較)

3919 折々草 建部綾足-岡本保 吉川弘文館 1995 9784642090445 文学 文学(外国･比較)

3920 下馬のおとなひ
掘秀成-新井白蛾-
森山孝盛-藤井高

吉川弘文館 1995 9784642090452 文学 文学(外国･比較)

3921 卯花園漫筆 石上宣継-大枝流 吉川弘文館 1995 9784642090469 文学 文学(外国･比較)

3922 赤穂義士随筆

山崎美成-平秩東
作-笠亭仙果-菊岡
沾涼-伊藤東涯-中
村新斎-大田南畝-

吉川弘文館 1995 9784642090476 文学 文学(外国･比較)

3923 傍廂
斎藤彦麻呂-志賀
理斎-松平定信-岡
本保孝-石川雅望

吉川弘文館 1995 9784642090483 文学 文学(外国･比較)

3924 浪華百事談
橘泰-富士谷成章-
石原徒流.-庄司道

吉川弘文館 1995 9784642090490 文学 文学(外国･比較)

3925 中陵漫錄 佐藤中陵-栗原信 吉川弘文館 1995 9784642090506 文学 文学(外国･比較)

3926 古今雑談思出草紙

東随舍-安楽庵策
伝-石塚豊芥子-森
山孝盛-大田南畝-
岡西惟中

吉川弘文館 1995 9784642090513 文学 文学(外国･比較)

3927 天朝墨談

五十嵐篤好-久須
美祐雋-上田秋成-
松平定信-大塚蒼
梧-橋本経亮

吉川弘文館 1995 9784642090520 文学 文学(外国･比較)

3928 三余叢談
長谷川宣昭-浅井
了意-酒井忠昌-室
鳩巣-中井甃庵-曉

吉川弘文館 1995 9784642090537 文学 文学(外国･比較)

3929 後松日記 松岡行義 吉川弘文館 1995 9784642090544 文学 文学(外国･比較)

3930 見た京物語

白鯉館卯雲-大田
晴軒-榊原篁洲-小
野高潔-天野政徳-
高橋宗直-日本随
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1995 9784642090551 文学 文学(外国･比較)

3931 百草
松亭金水-盧橘庵.-
山本北山

吉川弘文館 1995 9784642090568 文学 文学(外国･比較)

3932 関秘錄
松岡辰方-竹屋光
棣-土肥経平-新井
白蛾-三宅嘯山

吉川弘文館 1995 9784642090575 文学 文学(外国･比較)
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3933 百草露

含弘堂偶斎.-遠藤
春足.-川崎重恭-小
林元儁-山崎美成-
周滑平-日本随筆
大成編輯部.

吉川弘文館 1995 9784642090582 文学 文学(外国･比較)

3934 梅園日記

北静盧-新井白石-
八田知紀-朋誠堂
喜三二-大田南畝-
瀬名貞雄

吉川弘文館 1995 9784642090599 文学 文学(外国･比較)

3935 塩尻.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1995 9784642090605 文学 文学(外国･比較)

3936 塩尻.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1995 9784642090612 文学 文学(外国･比較)

3937 塩尻.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090629 文学 文学(外国･比較)

3938 塩尻.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090636 文学 文学(外国･比較)

3939 塩尻拾遺.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090643 文学 文学(外国･比較)

3940 塩尻拾遺.
天野信景-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090650 文学 文学(外国･比較)

3941 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090667 文学 文学(外国･比較)

3942 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090674 文学 文学(外国･比較)

3943 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090681 文学 文学(外国･比較)

3944 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090698 文学 文学(外国･比較)

3945 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090704 文学 文学(外国･比較)

3946 翁草.
神澤貞幹-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090711 文学 文学(外国･比較)

3947 一話一言 : 1
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090728 文学 文学(外国･比較)

3948 一話一言 : 2
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090735 文学 文学(外国･比較)

3949 一話一言 : 3
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090742 文学 文学(外国･比較)

3950 一話一言 : 4
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090759 文学 文学(外国･比較)

3951 一話一言 : 5
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090766 文学 文学(外国･比較)

3952 一話一言 : 6
大田南畝-日本隨
筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090773 文学 文学(外国･比較)

3953 嬉遊笑覧 : 1
喜多村信節-日本
随筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090780 文学 文学(外国･比較)

3954 嬉遊笑覧 : 2
喜多村信節-日本
随筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090797 文学 文学(外国･比較)
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3955 嬉遊笑覧 : 3
喜多村信節-日本
随筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090803 文学 文学(外国･比較)

3956 嬉遊笑覧 : 4
喜多村信節-日本
随筆大成編輯部.

吉川弘文館 1996 9784642090810 文学 文学(外国･比較)

3957
大学院留学のためのエッセーと推薦状 : MBA & ロースクール出願対策完
全ガイド = Writing your way into business and law schools

Chin, Curtis S. アルク 2009 9784757415775 文学 文学(外国･比較)

3958
留学入試エッセー : 文系編 : 質問分析・構成法・実例 = Writing your 
admissions essay for arts majors

アルク入試エッセー
研究会.

アルク 2009 9784757416086 文学 文学(外国･比較)

3959
留学入試エッセー : 理系編 : 質問分析・構成法・実例 = Writing your 
admissions essay for science majors

アルク入試エッセー
研究会.

アルク 2009 9784757416093 文学 文学(外国･比較)

3960 あなたは今, この文章を読んでいる. : パラフィクションの誕生 佐々木敦 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421620 文学 文学(外国･比較)

3961 「大菩薩峠」論 成田龍一. 青土社 2006 9784791763030 文学 文学(外国･比較)

3962 経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック 片岡信之 文眞堂 2010 9784830946929 文学 文学(外国･比較)

3963 石橋忍月全集 : 第 1卷 石橋忍月 八木書店 1995 9784840693950 文学 文学(外国･比較)

3964 石橋忍月全集 : 第 2卷 石橋忍月 八木書店 1996 9784840693967 文学 文学(外国･比較)

3965 石橋忍月全集 : 第 3卷 石橋忍月 八木書店 1995 9784840693974 文学 文学(外国･比較)

3966 石橋忍月全集 : 第 4卷 石橋忍月 八木書店 1996 9784840693981 文学 文学(外国･比較)

3967 石橋忍月全集 : 補卷 石橋忍月 八木書店 1996 9784840693998 文学 文学(外国･比較)

3968 漱石という生き方 秋山豊 トランスビュー 2006 9784901510394 文学 文学(外国･比較)

3969 岡倉天心全集 : 1
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1980 文学 文学(外国･比較)

3970 岡倉天心全集 : 2
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-安田靫彥-平
櫛田中

平凡社 1980 文学 文学(外国･比較)

3971 岡倉天心全集 : 3
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1979 文学 文学(外国･比較)

3972 岡倉天心全集 : 4
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1980 文学 文学(外国･比較)

3973 岡倉天心全集 : 5
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1979 文学 文学(外国･比較)

3974 岡倉天心全集 : 6
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1980 文学 文学(外国･比較)

3975 岡倉天心全集 : 7
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1981 文学 文学(外国･比較)

3976 岡倉天心全集 : 8
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1981 文学 文学(外国･比較)
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3977 岡倉天心全集 : 別卷
岡倉覚三-隈元謙
次郎.-平櫛田中-安
田靫彥

平凡社 1981 文学 文学(外国･比較)

3978 小林多喜二の思想と文学：貧困・格差・ファシズムの時代に生きて 尾西康充 大月書店 2013 9784272612284 文学 日本文学

3979 戦争を描くリアリズム：石川達三・丹羽文雄・田村泰次郎を中心に 尾西康充 大月書店 2014 9784272612314 文学 日本文学

3980 久保田万太郎：その戯曲、俳句、小説 中村哮夫 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422191 文学 日本文学
3981 それでも神はいる：遠藤周作と悪 今井真理 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422542 文学 日本文学
3982 叡知の詩学小林秀雄と井筒俊彦 若松英輔 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422696 文学 日本文学

3983 展望台のある島
山川方夫
坂上弘

慶應義塾大学出版会 2015 9784766422733 文学 日本文学

3984 ハルキとハルヒ：村上春樹と涼宮ハルヒを解読する 土居豊 大学教育出版 2012 9784864291279 文学 日本文学

3985 トレブリンカ叛乱：死の収容所で起こったこと１９４２－４３
サムエル・ヴィレン
ベルク [著]
近藤康子 訳

みすず書房 2015 9784622079200 文学 文学(外国･比較)

3986 ビート・ジェネレーション 諏訪優 紀伊國屋書店 1994 9784314006262 文学 英米文学
3987 耳の悦楽 : ラフカディオ・ハーンと女たち 西成彦 紀伊國屋書店 2004 9784314009652 文学 英米文学

3988 ヴィクトリアン・ダンディ：オスカ－・ワイルドの服飾観と「新しい女」 佐々井啓 勁草書房 2015 9784326602766 文学 英米文学

3989 あらし
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2009 9784327180010 文学 英米文学

3990 真夏の夜の夢
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2005 9784327180027 文学 英米文学

3991 ヴェニスの商人
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2005 9784327180034 文学 英米文学

3992 宴の夜
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2007 9784327180041 文学 英米文学

3993 ロミオとジュリエット
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2007 9784327180058 文学 英米文学

3994 ジューリアス・シーザー
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2005 9784327180065 文学 英米文学

3995 マクベス
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2004 9784327180072 文学 英米文学

3996 ハムレット
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2004 9784327180089 文学 英米文学

3997 リア王
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2005 9784327180096 文学 英米文学

3998 オセロー
Shakespeare, 
William-大場建治

研究社 2008 9784327180102 文学 英米文学

3999 古英語叙事詩 ベーオウルフ : 対訳版 小山良一.-苅部恒 研究社 2007 9784327472122 文学 英米文学

4000 アーサー・ウェイリー : 「源氏物語」の翻訳者 平川祐弘 白水社 2008 9784560031919 文学 英米文学

4001 バーナード・ショー名作集
Shaw, Bernard-鳴
海四郎.

白水社 1966 9784560033050 文学 英米文学

4002 ヘンリー六世 : 第1部
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070017 文学 英米文学
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4003 ヘンリー六世 : 第2部
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070024 文学 英米文学

4004 ヘンリー六世 : 第3部
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070031 文学 英米文学

4005 リチャード三世 Shakespeare, 白水社 1983 9784560070048 文学 英米文学

4006 間違いの喜劇
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070055 文学 英米文学

4007 タイタス・アンドロニカス
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070062 文学 英米文学

4008 じゃじゃ馬ならし
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070079 文学 英米文学

4009 ヴェローナの二紳士
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070086 文学 英米文学

4010 恋の骨折り損
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070093 文学 英米文学

4011 ロミオとジュリエット
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070109 文学 英米文学

4012 リチャード二世 Shakespeare, 白水社 1983 9784560070116 文学 英米文学

4013 夏の夜の夢
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070123 文学 英米文学

4014 ジョン王
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070130 文学 英米文学

4015 ヴェニスの商人
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070147 文学 英米文学

4016 ヘンリー四世 : 第1部
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070154 文学 英米文学

4017 ヘンリー四世 : 第2部
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070161 文学 英米文学

4018 空騷ぎ
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070178 文学 英米文学

4019 ウィンザーの陽気な女房たち
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070185 文学 英米文学

4020 ヘンリー五世
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070192 文学 英米文学

4021 ジュリアス・シーザー
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070208 文学 英米文学

4022 お気に召すまま
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070215 文学 英米文学

4023 十二夜
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070222 文学 英米文学

4024 ハムレット
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070239 文学 英米文学

4025 トロイラスとクレシダ
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070246 文学 英米文学

4026 終わりよければすべてよし
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070253 文学 英米文学

4027 尺には尺を
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070260 文学 英米文学
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4028 オセロー
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070277 文学 英米文学

4029 リア王
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070284 文学 英米文学

4030 マクベス
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070291 文学 英米文学

4031 アントニーとクレオパトラ
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070307 文学 英米文学

4032 コリオレーナス
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070314 文学 英米文学

4033 アテネのタイモン
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070321 文学 英米文学

4034 ペリクリーズ
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070338 文学 英米文学

4035 シンベリン
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070345 文学 英米文学

4036 冬物語
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070352 文学 英米文学

4037 テンペスト
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070369 文学 英米文学

4038 ヘンリー八世
Shakespeare, 
William-小田島雄

白水社 1983 9784560070376 文学 英米文学

4039 サミュエル・ジョンソン伝 : 1
Boswell, James-中
野好之.

みすず書房 1981 9784622017578 文学 英米文学

4040 サミュエル・ジョンソン伝 : 2
Boswell, James-中
野好之.

みすず書房 1982 9784622017585 文学 英米文学

4041 サミュエル・ジョンソン伝 : 3
Boswell, James-中
野好之.

みすず書房 1983 9784622017592 文学 英米文学

4042 Ｏ．ヘンリ－「最後の一葉」：深読み名作文学 横山千晶 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422115 文学 英米文学

4043 フォークナー事典
日本ウィリアム
フォークナー協会.

松柏社 2008 9784775401415 文学 英米文学

4044 ヘンリー・ソローの日々
Harding, Walter 
Roy-山口晃

日本経済評論社 2005 9784818815872 文学 英米文学

4045 ブレヒト : 戯曲作品とその遺産 岩淵達治 紀伊國屋書店 1994 9784314006316 文学 ドイツ文学

4046 ストリンドベリ名作集
Strindberg, August-
毛利三彌

白水社 1975 9784560033074 文学 ドイツ文学

4047 ブレヒト戯曲全集 : 第1卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1998 9784624932718 文学 ドイツ文学

4048 ブレヒト戯曲全集 : 第2卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1998 9784624932725 文学 ドイツ文学

4049 ブレヒト戯曲全集 : 第3卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1998 9784624932732 文学 ドイツ文学

4050 ブレヒト戯曲全集 : 第4卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1998 9784624932749 文学 ドイツ文学

4051 ブレヒト戯曲全集 : 第5卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1999 9784624932756 文学 ドイツ文学

4052 ブレヒト戯曲全集 : 第6卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1999 9784624932763 文学 ドイツ文学
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4053 ブレヒト戯曲全集 : 第7卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1999 9784624932770 文学 ドイツ文学

4054 ブレヒト戯曲全集 : 第8卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 1999 9784624932787 文学 ドイツ文学

4055 ブレヒト戯曲全集 : 別卷
Brecht, Bertolt-岩
淵達治

未來社 2001 9784624932794 文学 ドイツ文学

4056 サルトルの文学 鈴木道彦 紀伊國屋書店 1994 9784314006187 文学 フランス文学

4057 ランボーの沈黙 竹内健 紀伊國屋書店 1994 9784314006385 文学 フランス文学

4058 プルーストと身体 : 「失われた時を求めて」における病・性愛・飛翔 吉田城-吉川一義. 白水社 2008 9784560031629 文学 フランス文学

4059 コクトー名作集
Cocteau, Jean-渋
沢龍彦

白水社 1979 9784560033067 文学 フランス文学

4060 アルトー : 思考と身体 = Artaud, pensée et corps 宇野邦一. 白水社 2011 9784560046265 文学 フランス文学

4061 馬車が買いたい! 鹿島茂 白水社 2009 9784560080009 文学 フランス文学

4062 共和国幻想 : レチフとサドの世界 植田祐次 法政大学出版局 2004 9784588100031 文学 フランス文学

4063 プル－ストの黙示録：『失われた時を求めて』と第一次世界大戦 坂本浩也 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422085 文学 フランス文学
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